
広島市立中央図書館

令和５年４月 発行

1



読書会用図書について

広島市立中央図書館では、読書会用の図書の貸出をおこなっています。

読書会グループの活動等にご活用ください。

令和５年４月現在、約２７０タイトル所蔵しております。テキストは１５冊

ずつあります。（一部、１４冊以下の図書もあります。）

貸出をご希望の際は、直接中央図書館に来館していただくか、広島市内の各

公民館図書室にあります「図書リクエスト用紙」にタイトル、冊数、読書会用

図書と明記し、公民館窓口へお申込みください。

図書館から公民館への巡回日（月2回）にお届けします。

※公民館への巡回の日程が決まっていますので、日にちに余裕を持ってお申し込みください。
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№ 著　　者 出版社 出版年

1 愛の渇き 三島　由紀夫 新潮社 1952 ○

2 青空のむこう アレックス・シアラー 求龍堂 2002

3 赤い指 東野　圭吾　 講談社 2006

4 赤毛のアン モンゴメリ 新潮社 1954 ○

5 赤目四十八瀧心中未遂 車谷　長吉 文芸春秋 1998

6 アッコちゃんの時代 林　真理子 新潮社 2005

7 穴                                (14冊) 小山田　浩子 新潮社 2014

8 アメリカひじき・火垂るの墓 野坂　昭如 新潮社 1972 ○

9 あやし 宮部　みゆき 角川書店 2003 ○

10 あらすじで読み解く古事記神話 三浦　佑之 文芸春秋 2012

11 アリス紀行 桂　宥子 東京図書 1994

12 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 1999 ○

13 アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 文芸春秋 1994 ○

14 暗夜行路 志賀　直哉 旺文社 1965 ○

15 家日和 奥田　英朗 集英社 2007

16 生きる 乙川　優三郎 文芸春秋 2002

17 伊豆の踊り子 川端　康成 新潮社 1950 ○

18 悼む人 天童　荒太 文芸春秋 2008

19 いっちばん 畠中　恵 新潮社 2008

20 伊藤桂一詩集 伊藤　桂一 土曜美術社 1983

21 命 柳　美里 小学館 2000

22 陰翳礼讃
インエイライサン

谷崎　潤一郎 中央公論社 1975 ○

23 インストール 綿矢　りさ 河出書房新社 2001

24 ヴィヨンの妻 太宰　治 新潮社 1950 ○

25 ウェルカム・ホーム！ 鷺沢　萠 新潮社 2004

26 浮雲 林　芙美子 新潮社 1953 ○

27 運命の足音 五木　寛之 幻冬舎 2002

28 永遠の０ 百田　尚樹 太田出版 2006

29 永遠の出口 森　絵都 集英社 2003

30 老いの才覚 曽野　綾子 ベストセラーズ 2010

31 大津波 パール・Ｓ・バック トレヴィル 1988

32 母　-オモニ- 姜　尚中 集英社 2010

33 ガール 奥田　英朗 講談社 2006

34 海賊とよばれた男　（上・下） 百田　尚樹 講談社 2012

35 恢復する家族
カイフク                        カゾク

（14冊） 大江　健三郎 講談社 1995

36 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 2006

書　　　名

楽しい読書会のために　　読書会用図書リスト　R5.4現在

☆文学関係☆ ○は文庫版
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

37 ＫＡＧＥＲＯＵ （14冊） 齋藤　智裕 ポプラ社 2010

38 風花 川上　弘美 集英社 2008

39 風の又三郎 宮沢　賢治 角川書店 1988 ○

40 家族写真 荻原　浩 講談社 2013

41 家長 三浦　朱門 文芸春秋 1990

42 神様のカルテ 夏川　草介 小学館 2009

43 仮面の告白 三島　由紀夫 新潮社 1950 ○

44 雁 森　鷗外 新潮社 1948 ○

45 雁の寺・越前竹人形 水上　勉 新潮社 1969 ○

46 機関車先生 伊集院　静 集英社 2003 ○

47 キッチン 吉本　ばなな 福武書店 1988

48 紀ノ川 有吉　佐和子 角川書店 1963 ○

49 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 小学館 2016

50 金閣寺 三島　由紀夫 新潮社 1960 ○

51 禁断の魔術 東野　圭吾 文藝春秋 2012

52 銀の匙 中　勘助 岩波書店 1935 ○

53 くじけないで 柴田　トヨ 飛鳥新社 2010

54 くちびるに歌を 中田　永一 小学館 2011

55 蜘蛛の糸・杜子春 芥川　龍之介 新潮社 1968 ○

56 県庁の星 桂　望実 小学館 2005

57 小出楢重随筆集 小出　楢重 岩波書店 1987 ○

58 孔子 井上　靖 新潮社 1989

59 工場 (10冊) 小山田　浩子 新潮社 2013

60 黄落 佐江　衆一 新潮社 1995

61 告白 湊　かなえ 双葉社 2008

62 こころ 夏目　漱石 新潮社 1952 ○

63 古都 川端　康成 新潮社 1968 ○

64 コンビニ人間  (１3冊) 村田　沙耶香 文芸春秋 2016

65 最愛 真保　裕一 新潮社 2007

66 鷺と雪 北村　薫 文芸春秋 2009

67 サラバ！（上・下） （各10冊） 西　加奈子 小学館 2014

68 さんさんさん 佐々木　志穂美 新風舎 2006

69 山椒大夫・高瀬舟 森　鷗外 新潮社 1968 ○

70 三人姉妹 見延　典子 講談社 1995

71 山頭火著作集（一） 種田　山頭火 潮文社 1969

72 三婆 有吉　佐和子 新潮社 1977 ○

73 ジェノサイド 高野　和明 角川書店 2011 ○

74 潮騒 三島　由紀夫 新潮社 1955

75 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 (14冊) 村上　春樹 文藝春秋 2013

76 地獄変・偸盗 芥川　龍之介 新潮社 1968 ○
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

77 四十九日のレシピ 伊吹　有喜 ポプラ社 2010

78 下町ロケット 池井戸　潤 小学館 2010

79 忍ぶ川 三浦　哲郎 新潮社 1965 ○

80 使命と魂のリミット 東野　圭吾 新潮社 2006

81 十二番目の天使 オグ・マンディーノ 求龍堂 2001

82 朱夏　（上・下） 宮尾　登美子 集英社 1985

83 昭和二十年夏、僕は兵士だった 梯　久美子 角川書店 2009

84 食堂かたつむり 小川　糸 ポプラ社 2008

85 白い犬とワルツを テリー・ケイ 新潮社 1998 ○

86 新釈にっぽん昔話 乃南　アサ 文芸春秋 2013

87 人生の目的 五木　寛之 幻冬舎 1999

88 水曜日のうそ クリスチャン・グルニエ 講談社 2006

89 スタンド・バイ・ミー スティーヴン･キング 新潮社 1987 ○

90 すっぽらぽんのぽん 見延　典子 南々社 2000

91 素晴らしい一日 平　安寿子 文芸春秋 2001

92 惜別 太宰　治 新潮社 1973 ○

93 絶対音感 最相　葉月 小学館 1998

94 瀬戸内寂聴の源氏物語 紫式部〔原著〕 講談社 2001

95 千羽鶴 川端　康成 新潮社 1955 ○

96 草原の椅子　(上・下) 宮本　輝 毎日新聞社 1999

97 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー 早川書房 1976 ○

98 その日のまえに 重松　清 文芸春秋 2005

99 空が青いから白をえらんだのです 寮　美千子 長崎出版 2010

100 大河の一滴　　　　　　  　 （12冊） 五木　寛之 幻冬舎 1998

101 ダ・ヴィンチ・コード　(上・下) ダン・ブラウン 角川書店 2004

102 竹取物語　伊勢物語　土佐日記 小学館 1983

103 たそがれ清兵衛 藤沢　周平 新潮社 1991 ○

104 旅猫リポート 有川　浩 文芸春秋 2012

105 ダロウェイ夫人 ヴァージニア・ウルフ 角川書店 2003 ○

106 檀 沢木　耕太郎 新潮社 1995

107 小さいおうち 中島　京子 文芸春秋 2010

108 チップス先生さようなら ジェイムス・ヒルトン 新潮社 1956 ○

109 注文の多い料理店 宮沢　賢治 角川書店 1956 ○

110 町長選挙 奥田　英朗 文芸春秋 2006

111 終の住処 磯崎　憲一郎 新潮社 2009

112 土の中の子供 中村　文則 新潮社 2005

113 妻と私 江藤　淳 文芸春秋 1999

114 徒然草 吉田　兼好 角川書店 1957 ○

115 天地明察 冲方　丁 角川書店 2009

116 東京島 桐野　夏生 新潮社 2008
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

117 東京タワー リリー・フランキー 扶桑社 2005

118 鈍感力 渡辺　淳一 集英社 2007

119 敦煌
トンコウ

　歴史
ト キ

の旅 平山　郁夫 光文社 1988

120 凪の光景 佐藤　愛子 朝日新聞社 1988

121 菜穂子・楡の家 堀　辰雄 新潮社 1948 ○

122 名もなき毒 宮部　みゆき 幻冬舎 2006

123 日本永代蔵　付現代語訳 井原　西鶴 角川書店 1967 ○

124 人間失格 太宰　治 新潮社 1952 ○

125 人間にとって成熟とは何か 曽野　綾子 幻冬舎 2013

126 ノアの子 エリック＝エマニュエル・シュミット 日本放送出版協会 2005

127 のぼうの城 和田　竜 小学館 2007

128 ノルウェイの森　(上・下) 村上　春樹 講談社 1987

129 パークライフ 吉田　修一 文芸春秋 2002

130 博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 2003

131 花がたみ 藤井　登美子 郁朋社 2004

132 はなちゃんのみそ汁 安武　信吾 文芸春秋 2012

133 母に歌う子守唄 落合　恵子 朝日新聞社 2004

134 母の言いぶん 高森　和子 鎌倉書房 1986

135 母の遺産 水村　美苗 中央公論新社 2012

136 ハムレット シェイクスピア 白水社 1987

137 半落ち 横山　秀夫 講談社 2002

138 光ってみえるもの、あれは 川上　弘美 中央公論新社 2003

139 蜩ノ記 葉室　麟 祥伝社 2011

140 ビター・ブラッド 雫井　脩介 幻冬舎 2007

141 羊と鋼の森 （13冊） 宮下　奈都 文藝春秋 2015

142 ひとり日和 青山　七恵　 河出書房新社 2007

143 火花 又吉　直樹 文藝春秋 2015

144 百年読書会 重松　清 朝日新聞出版 2010

145 風姿花伝 馬場　あき子 岩波書店 1996

146 深い河（ディープ・リバー） 遠藤　周作 講談社 1993

147 富嶽百景・走れメロス 太宰　治 岩波書店 1968 ○

148 舟を編む 三浦　しをん 光文社 2011

149 プリズン・トリック 遠藤　武文 講談社 2009

150 フロックスはわたしの目 福澤　美和 文芸春秋 1989
ナナ・コーポレート

コミュニケーション

152 方丈記　発心集　歎異抄 鴨　長明 学燈社 1982 ○

153 放浪記 林　芙美子 新潮社 1979

154 ぼくがいま、死について思うこと 椎名　誠 新潮社 2013

155 ぼくらはみんな生きている 坪倉　優介 幻冬舎 2003 ○

151 ベルナのしっぽ 郡司　ななえ 2003
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

156 母性 湊　かなえ 新潮社 2012

157 鉄道員（ぽっぽや） （13冊） 浅田　次郎 集英社 1997

158 ホテルローヤル （12冊） 桜木　紫乃 集英社 2013

159 舞姫・うたかたの記 森　鷗外 角川書店 1982 ○

160 枕草子 清少納言 学燈社 1982 ○

161 マスカレード・ホテル 東野　圭吾 集英社 2011

162 またたび さくら　ももこ 新潮社 2005 ○

163 真知子 野上　弥生子 新潮社 1966

164 祭りの場 林　京子 講談社 1978 ○

165 マディソン郡の橋 ロバート・Ｊ．ウォラー 文芸春秋 1993

166 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子 講談社 1981

167 万葉秀歌　（上・下） 斎藤　茂吉 岩波書店 1938

168 みだれ髪　チョコレート語訳 俵　万智 河出書房新社 1998

169 みだれ髪　附　みだれ髪拾遺 与謝野　晶子 角川書店 1956 ○

170 娘たちのマザーグース ラッセル伯爵夫人 立風書房 1982

171 村上海賊の娘　（上・下） （各12冊） 和田　竜 新潮社 2013

172 木曜日に生まれた子ども ソーニャ・ハートネット 河出書房新社 2004

173 樅ノ木は残った　（上・下） 山本　周五郎 新潮社 1963 ○

174 森に眠る魚 角田　光代 双葉社 2008

175 門 夏目　漱石 岩波書店 1962 ○

176 約束 石田　衣良 角川書店 2004

177 山の音 川端　康成 新潮社 1957 ○

178 山の郵便配達 彭　見明 集英社 2001

179 柔らかな頬 桐野　夏生 講談社 1999

180 雪国 川端　康成 新潮社 1947 ○

181 雪のひとひら ポール・ギャリコ 新潮社 1975

182 夢を与える （10冊） 綿矢　りさ 河出書房新社 2007

183 夢をかなえるゾウ 水野　敬也 飛鳥新社 2007

184 夜明けの街で 東野　圭吾 角川書店 2007

185 容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 文芸春秋 2005

186 欲望という名の電車 テネシー・ウィリアムズ 新潮社 1988 ○

187 夜と霧 フランクル みすず書房 1971

188 ライオンハート 恩田　陸 新潮社 2004 ○

189 ライ麦畑でつかまえて サリンジャー 白水社 1984

190 楽園のカンヴァス 原田　マハ 新潮社 2012

191 羅生門・鼻 芥川　龍之介 新潮社 1968 ○

192 利休にたずねよ 山本　兼一 ＰＨＰ研究所 2008

193 理由 宮部　みゆき 朝日新聞社 1998

194 流星ワゴン 重松　清 講談社 2005 ○

195 老人と海 ヘミングウェイ 新潮社 1966 ○
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

196 ６４(ロクヨン) 横山　秀夫 文芸春秋 2012

197 ロスジェネの逆襲 （10冊） 池井戸　潤 ダイヤモンド社 2012

198 和解 志賀　直哉 角川書店 1954 ○

199 わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ JULA出版局 1984

200 わりなき恋 岸　惠子 幻冬舎 2013

№ 著　　者 出版社 出版年

1 頭がいい人、悪い人の話し方 樋口　裕一 ＰＨＰ研究所 2004

2 生きかた上手 日野原　重明 ユーリーグ 2001

3 イニュニック〔生命〕 星野　道夫 新潮社 1998 ○

4 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子 幻冬舎 2012

5 親のこころ 木村　耕一 1万年堂出版 2003

6 <家族>ってなんだろう ますの　きよし 現代書館 1981

7 カニは横に歩く 角岡　伸彦 講談社 2010

8 下流社会 三浦　展 光文社 2005

9 感動する！微分・積分 桜井　進 朝日新聞出版 2012

10 堀　治喜 洋泉社 2011

11 現代子育て革命 切明　悟 東方出版 1985

12 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 草思社 2001

13 「心の基地」はおかあさん 平井　信義 企画室 1984

14 こころの天気図 河合　隼雄 毎日新聞社 1990

15 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 1998

16 国家の品格 藤原　正彦 新潮社 2005

17 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原　理恵子 理論社 2008

18 これからの「正義」の話をしよう マイケル・サンデル 早川書房 2010

19 裁判官の爆笑お言葉集 長嶺　超輝 幻冬舎 2007

20 さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 山田　真哉 光文社 2005

21 聖の青春 大崎　善生 講談社 2002 ○

22 15歳の「お遍路」 岡田　光永 廣済堂出版 2005

23 食品の裏側 安部　司 東洋経済新報社 2005

24 女性の品格 坂東　眞理子 PHP研究所 2006

25 人生がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵 サンマーク出版 2011

26 世界の日本人ジョーク集 早坂　隆 中央公論新社 2006

27 体温を上げると健康になる 齋藤　真嗣 サンマーク出版 2009

28 〈対話〉のない社会 中島　義道 PHP研究所 1997

29 だから、あなたも生きぬいて 大平　光代 講談社 2000

30 戦う動物園 小菅　正夫 中央公論新社 2006

31 森　健 文芸春秋 2011

32 徳川慶喜家の子ども部屋 榊原　喜佐子 草思社 1996

「つなみ」の子どもたち 作文に書かれなかった物語 

書　　　名

☆実用書☆ ○は文庫版

衣笠祥雄はなぜ監督になれないのか？
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

33 となりのクレーマー 関根　眞一 中央公論新社 2007

34 「脳にいいこと」だけをやりなさい！ マーシー・シャイモフ 三笠書房 2008

35 脳に悪い７つの習慣 林　成之 幻冬舎 2009

36 バカの壁 養老　孟司 新潮社 2003

37 半島へ、ふたたび 蓮池　薫 新潮社 2009

38 人は見た目が９割 竹内　一郎 新潮社 2005

39 僕の死に方 金子　哲雄 小学館 2012

40 ゆらしぃ島のスローライフ 金丸　弘美 学研 2004

41 夜回り先生の卒業証書 水谷　修 日本評論社 2004

42 拉致と決断 蓮池　薫 新潮社 2012

№ 著　　者 出版社 出版年

1 碑に誓う 江口　保 東研出版 1983

2 妹たちのかがり火 仁木　悦子 講談社 1973

3 管弦祭 竹西　寛子 新潮社 1978

4 黒い雨 井伏　鱒二 新潮社 1970 ○

5 原爆に夫を奪われて 神田　三亀男 岩波書店 1982

6 広島文学資料保全の会編 暮しの手帖社 1990

7 さんげ 正田　篠枝 藤波短歌会 1983

8 山陽路の女たち 広島女性史研究会 ドメス出版 1985

9 続・山陽路の女たち 広島女性史研究会 ドメス出版 1989

10 屍の街／半人間 大田　洋子 講談社 1995 ○

11 昭和史の女 澤地　久枝 文芸春秋 1980

12 鈴木三重吉 鈴木三重吉赤い鳥の会 鈴木三重吉赤い鳥の会 1975

13 絶後の記録 小倉　豊文 中央公論社 1982 ○

14 チンチン電車と女学生 堀川　惠子 日本評論社 2005

15 栂
ツガ

の夢
ユメ

大庭　みな子 文芸春秋 1971

16 長い時間をかけた人間の経験 林　京子 講談社 2000

17 夏の花／心願の国 原　民喜 新潮社 1973 ○

18 日本文学全集１８（鈴木三重吉） 集英社 1975

19 原民喜のガリバー旅行記 原　民喜 晶文社 1977

20 ピカドン 講談社 2003

21 被爆のマリア 田口　ランディ 文芸春秋 2006

22 内藤　順一 内藤順一 2021

23 広島学 岩中　祥史 新潮社 2011 ○

24 広島第二県女二年西組 関　千枝子 筑摩書房 1985

25 ヒロシマ・ノート 大江　健三郎 岩波書店 1965

26 広島・長崎修学旅行案内 松元　寛 岩波書店 1982

27 ヒロシマ、ひとりからの出発 高橋　昭博 筑摩書房 1978

書　　　名

ヒバゴンと間違えられた男　川魚に恋した”先生”のつぶやき

行李の中から出てきた原爆の詩

☆郷土関係☆ ○は文庫版
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№ 著　　者 出版社 出版年書　　　名

28 ふるさと文学さんぽ　広島 大林　宣彦　ほか 大和書房 2013

29 道づれのない旅 竹西　寛子 新潮社 1970

30 夕凪の街と人と 大田　洋子 三一書房 1978

31 若葉出づる頃　新制高校の誕生 関　千枝子 西田書店 2000
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