
前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名サ行） 令和５年１月１１日現在

書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

時に佇つ　　（大活字本シリーズ）　佐多 稲子／著　埼玉福祉
会　1988.4　22cm　360p

1006010086626 本館 DF/ｻ/

討たれざるもの　上　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著
埼玉福祉会　1988.4　22cm　240p

1006010086627 本館 DF/ｻ/

討たれざるもの　下　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著
埼玉福祉会　1988.4　22cm　221p

1006010086628 本館 DF/ｻ/

樹影　下　　（大活字本シリーズ）　佐多 稲子／著　埼玉福祉会
1990.10　22cm　361p

1009110005269 本館 DF/ｻ/

樹影　上　　（大活字本シリーズ）　佐多 稲子／著　埼玉福祉会
1990.10　22cm　371p

1009110005268 本館 DF/ｻ/

花はくれない　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼
玉福祉会　1991.10　22cm　320p

1009210004350 本館 DF/ｻ/

花はくれない　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼
玉福祉会　1991.10　22cm　363p

1009210004351 本館 DF/ｻ/

夏の栞　　（大活字本シリーズ）　佐多 稲子／著　埼玉福祉会
1994.9　22cm　362p

1009410042071 本館 DF/ｻ/

虹の橋　上　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　1994.9　22cm　237p

1009410042077 本館 DF/ｻ/

虹の橋　下　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　1994.9　22cm　244p

1009410042078 本館 DF/ｻ/

素足の娘　上　　（大活字本シリーズ）　佐多 稲子／著　埼玉福
祉会　1986　22cm　232p

1006010065332 本館 DF/ｻ/

素足の娘　下　　（大活字本シリーズ）　佐多 稲子／著　埼玉福
祉会　1986　22cm　239p

1006010065333 本館 DF/ｻ/

幸福の絵　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼玉福
祉会　1995.5　22cm　228p

1009510022147 本館 DF/ｻ/

幸福の絵　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼玉福
祉会　1995.5　22cm　284p

1009510022148 本館 DF/ｻ/

狂人遺書　　（大活字本シリーズ）　坂口 安吾／著　埼玉福祉
会　1996.9　22cm　318p

1009610039379 本館 DF/ｻ/
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道鏡　　（大活字本シリーズ）　坂口 安吾／著　埼玉福祉会
1996.9　22cm　251p

1009610039378 本館 DF/ｻ/

恵比寿屋喜兵衛手控え　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅
美／著　埼玉福祉会　1999.5　22cm　327p

1009810086837 本館 DF/ｻ/

恵比寿屋喜兵衛手控え　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅
美／著　埼玉福祉会　1999.5　22cm　388p

1009810086838 本館 DF/ｻ/

女たちの海峡　　（大活字本シリーズ）　笹倉 明／著　埼玉福
祉会　2000.9　22cm　420p

1009810166407 本館 DF/ｻ/

消えた人々　上　　（大活字本シリーズ）　佐野 洋／著　埼玉福
祉会　2001.6　22cm　279p

1009810220445 本館 DF/ｻ/

消えた人々　下　　（大活字本シリーズ）　佐野 洋／著　埼玉福
祉会　2001.6　22cm　218p

1009810220446 本館 DF/ｻ/

空白の起点　上　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉
福祉会　2002.5　22cm　272p

1009810293822 本館 DF/ｻ/

空白の起点　下　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉
福祉会　2002.5　22cm　311p

1009810293823 本館 DF/ｻ/

遠い蛍　上　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　2002.5　22cm　248p

1009810293826 本館 DF/ｻ/

遠い蛍　下　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　2002.5　22cm　294p

1009810293827 本館 DF/ｻ/

加納大尉夫人　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼玉
福祉会　2002.10　22cm　401p

1009810323451 本館 DF/ｻ/

八州廻り桑山十兵衛　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美
／著　埼玉福祉会　2003.11　21cm　342p

1009810396822 本館 DF/ｻ/

八州廻り桑山十兵衛　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美
／著　埼玉福祉会　2003.11　21cm　390p

1009810396824 本館 DF/ｻ/

もどり橋　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　346p

1009810500273 本館 DF/ｻ/

もどり橋　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　285p

1009810500274 本館 DF/ｻ/
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江戸は廻灯籠　上　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2005.11　21cm　308p

1009810530446 本館 DF/ｻ/

江戸は廻灯籠　下　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2005.11　21cm　274p

1009810530455 本館 DF/ｻ/

取調室　上　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　257p

1009810530442 本館 DF/ｻ/

取調室　下　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　268p

1009810530443 本館 DF/ｻ/

槍持ち佐五平の首　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／
著　埼玉福祉会　2006.11　21cm　286p

1009810596709 本館 DF/ｻ/

槍持ち佐五平の首　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／
著　埼玉福祉会　2006.11　21cm　294p

1009810596710 本館 DF/ｻ/

戦いすんで日が暮れて　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子
／著　埼玉福祉会　2007.5　21cm　260p

1009910049328 本館 DF/ｻ/

戦いすんで日が暮れて　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子
／著　埼玉福祉会　2007.5　21cm　249p

1009910049329 本館 DF/ｻ/

遠謀　1　　（大活字文庫 132）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.8　21cm　339p

1009910072949 本館 DF/ｻ/

遠謀　2　　（大活字文庫 132）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.8　21cm　305p

1009910072951 本館 DF/ｻ/

遠謀　3　　（大活字文庫 132）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.8　21cm　281p

1009910072955 本館 DF/ｻ/

乱雲　1　　（大活字文庫 134）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.10　21cm　345p

1009910083472 本館 DF/ｻ/

乱雲　2　　（大活字文庫 134）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.10　21cm　337p

1009910083473 本館 DF/ｻ/

乱雲　3　　（大活字文庫 134）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.10　21cm　277p

1009910083475 本館 DF/ｻ/

浜町河岸の生き神様　1　　（大活字文庫 113）　佐藤 雅美／
[著]　大活字　2006.8　21cm　357p

1009810578875 本館 DF/ｻ/
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浜町河岸の生き神様　2　　（大活字文庫 113）　佐藤 雅美／
[著]　大活字　2006.8　21cm　329p

1009810578877 本館 DF/ｻ/

浜町河岸の生き神様　3　　（大活字文庫 113）　佐藤 雅美／
[著]　大活字　2006.8　21cm　415p

1009810578879 本館 DF/ｻ/

高瀬川女船歌　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著
埼玉福祉会　2009.5　21cm　282p

1009910250923 本館 DF/ｻ/

高瀬川女船歌　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著
埼玉福祉会　2009.5　21cm　235p

1009910250924 本館 DF/ｻ/

周公旦　　（大活字本シリーズ）　酒見 賢一／著　埼玉福祉会
2009.11　21cm　425p

1009915405939 本館 DF/ｻ/

秘剣乱舞　1　　（大活字文庫 124）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.4　21cm　313p

1009910039957 本館 DF/ｻ/

秘剣乱舞　2　　（大活字文庫 124）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.4　21cm　329p

1009910039958 本館 DF/ｻ/

秘剣乱舞　3　　（大活字文庫 124）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.4　21cm　279p

1009910039959 本館 DF/ｻ/

旗本退屈男　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐々
木 味津三／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　245p

1009916112253 本館 DF/ｻ/

旗本退屈男　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐々
木 味津三／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p252-
515

1009916112254 本館 DF/ｻ/

旗本退屈男　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐々
木 味津三／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p522-
785

1009916112255 本館 DF/ｻ/

旗本退屈男　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐々
木 味津三／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p792-
1105

1009916112256 本館 DF/ｻ/

旗本退屈男　5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐々
木 味津三／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p1112-
1386

1009916112257 本館 DF/ｻ/

旗本退屈男　6　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐々
木 味津三／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p1392-
1686

1009916112258 本館 DF/ｻ/

くれない　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐多 稲
子／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　289p

1009916110558 本館 DF/ｻ/
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くれない　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　佐多 稲
子／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p292-570

1009916110559 本館 DF/ｻ/

子づれ兵法者　上　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2010.11　21cm　277p

1009915507883 本館 DF/ｻ/

子づれ兵法者　下　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2010.11　21cm　299p

1009915507884 本館 DF/ｻ/

手跡指南神山慎吾　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／
著　埼玉福祉会　2012.6　21cm　409p

1009916053061 本館 DF/ｻ/

手跡指南神山慎吾　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／
著　埼玉福祉会　2012.6　21cm　357p

1009916053062 本館 DF/ｻ/

素行調査官　上　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼玉
福祉会　2012.12　21cm　249p

1009916107780 本館 DF/ｻ/

素行調査官　中　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼玉
福祉会　2012.12　21cm　365p

1009916107781 本館 DF/ｻ/

素行調査官　下　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼玉
福祉会　2012.12　21cm　287p

1009916107782 本館 DF/ｻ/

大盗の夜　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2012.12　21cm　350p

1009916107777 本館 DF/ｻ/

大盗の夜　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2012.12　21cm　271p

1009916107779 本館 DF/ｻ/

駐在刑事　上　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼玉福
祉会　2014.12　21cm　336p

1009916324563 本館 DF/ｻ/

駐在刑事　下　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼玉福
祉会　2014.12　21cm　345p

1009916324565 本館 DF/ｻ/

捨剣　上　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼玉福祉会
2015.12　21cm　357p

1009916429968 本館 DF/ｻ/

捨剣　下　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼玉福祉会
2015.12　21cm　386p

1009916429972 本館 DF/ｻ/

院長の恋　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼玉福祉
会　2016.6　21cm　398p

1009916481464 本館 DF/ｻ/

5／36



前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名サ行） 令和５年１月１１日現在

書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

青雲遙かに　1　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　324p

1009916481468 本館 DF/ｻ/

青雲遙かに　2　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　366p

1009916481469 本館 DF/ｻ/

青雲遙かに　3　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　332p

1009916481470 本館 DF/ｻ/

青雲遙かに　4　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　345p

1009916481471 本館 DF/ｻ/

短夜の髪　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2016.12　21cm　286p

1009916534197 本館 DF/ｻ/

短夜の髪　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2016.12　21cm　316p

1009916534199 本館 DF/ｻ/

和菓子のアン　上　　（大活字本シリーズ）　坂木 司／著　埼玉
福祉会　2017.6　21cm　352p

1009916585170 本館 DF/ｻ/

和菓子のアン　下　　（大活字本シリーズ）　坂木 司／著　埼玉
福祉会　2017.6　21cm　314p

1009916585171 本館 DF/ｻ/

身の上話　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 正午／著　埼玉福
祉会　2017.11　21cm　273p

1009916630243 本館 DF/ｻ/

身の上話　中　　（大活字本シリーズ）　佐藤 正午／著　埼玉福
祉会　2017.11　21cm　294p

1009916630244 本館 DF/ｻ/

身の上話　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 正午／著　埼玉福
祉会　2017.11　21cm　295p

1009916630245 本館 DF/ｻ/

制服捜査　上　　（大活字本シリーズ）　佐々木 譲／著　埼玉福
祉会　2018.11　21cm　371p

1009916723075 本館 DF/ｻ/

制服捜査　下　　（大活字本シリーズ）　佐々木 譲／著　埼玉福
祉会　2018.11　21cm　355p

1009916723076 本館 DF/ｻ/

善人長屋　上　　（大活字本シリーズ）　西條 奈加／著　埼玉福
祉会　2018.11　21cm　314p

1009916723077 本館 DF/ｻ/

善人長屋　下　　（大活字本シリーズ）　西條 奈加／著　埼玉福
祉会　2018.11　21cm　354p

1009916723078 本館 DF/ｻ/
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春を背負って　上　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼
玉福祉会　2019.11　21cm　332p

1009916813820 本館 DF/ｻ/

春を背負って　下　　（大活字本シリーズ）　笹本 稜平／著　埼
玉福祉会　2019.11　21cm　341p

1009916813821 本館 DF/ｻ/

まるまるの毬　上　　（大活字本シリーズ）　西條 奈加／著　埼
玉福祉会　2020.11　21cm　331p

1009916901765 本館 DF/ｻ/

まるまるの毬　下　　（大活字本シリーズ）　西條 奈加／著　埼
玉福祉会　2020.11　21cm　310p

1009916901766 本館 DF/ｻ/

あなたがいる場所　上　　（大活字本シリーズ）　沢木 耕太郎／
著　埼玉福祉会　2021.11　21cm　263p

1009916987080 本館 DF/ｻ/

あなたがいる場所　下　　（大活字本シリーズ）　沢木 耕太郎／
著　埼玉福祉会　2021.11　21cm　197p

1009916987081 本館 DF/ｻ/

硝子の葦　上　　（大活字本シリーズ）　桜木 紫乃／著　埼玉福
祉会　2021.11　21cm　262p

1009916987084 本館 DF/ｻ/

硝子の葦　下　　（大活字本シリーズ）　桜木 紫乃／著　埼玉福
祉会　2021.11　21cm　250p

1009916987085 本館 DF/ｻ/

御師弥五郎　1　　（誰でも文庫 146）　西條 奈加／[著]　大活
字文化普及協会　2021.12　26cm　173p

1009916998470 本館 DF/ｻ/

御師弥五郎　2　　（誰でも文庫 146）　西條 奈加／[著]　大活
字文化普及協会　2021.12　26cm　181p

1009916998474 本館 DF/ｻ/

御師弥五郎　3　　（誰でも文庫 146）　西條 奈加／[著]　大活
字文化普及協会　2021.12　26cm　182p

1009916998475 本館 DF/ｻ/

六花落々　1　　（誰でも文庫 147）　西條 奈加／[著]　大活字
文化普及協会　2021.12　26cm　197p

1009916998484 本館 DF/ｻ/

六花落々　2　　（誰でも文庫 147）　西條 奈加／[著]　大活字
文化普及協会　2021.12　26cm　194p

1009916998489 本館 DF/ｻ/

六花落々　3　　（誰でも文庫 147）　西條 奈加／[著]　大活字
文化普及協会　2021.12　26cm　180p

1009916998492 本館 DF/ｻ/

銀杏手ならい　1　　（誰でも文庫 148）　西條 奈加／[著]　大活
字文化普及協会　2021.12　26cm　176p

1009916998500 本館 DF/ｻ/
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銀杏手ならい　2　　（誰でも文庫 148）　西條 奈加／[著]　大活
字文化普及協会　2021.12　26cm　175p

1009916998503 本館 DF/ｻ/

銀杏手ならい　3　　（誰でも文庫 148）　西條 奈加／[著]　大活
字文化普及協会　2021.12　26cm　193p

1009916998504 本館 DF/ｻ/

四色の藍　上　　（大活字本シリーズ）　西條 奈加／著　埼玉福
祉会　2022.11　21cm　276p

1009917076824 本館 DF/ｻ/

四色の藍　下　　（大活字本シリーズ）　西條 奈加／著　埼玉福
祉会　2022.11　21cm　323p

1009917076828 本館 DF/ｻ/

石女　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福祉会
1985.10　22cm　274p

1006010050715 桂萱 DF/ｻ/

寂野　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福祉会
1985.10　22cm　274p

1006010050716 桂萱 DF/ｻ/

虹の橋　上　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　1994.9　22cm　237p

1009410042077 桂萱 DF/ｻ/

虹の橋　下　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　1994.9　22cm　244p

1009410042078 桂萱 DF/ｻ/

秘剣乱舞　1　　（大活字文庫 124）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.4　21cm　313p

1009910039957 元総社 DF/ｻ/

秘剣乱舞　2　　（大活字文庫 124）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.4　21cm　329p

1009910039958 元総社 DF/ｻ/

秘剣乱舞　3　　（大活字文庫 124）　佐伯 泰英／[著]　大活字
2007.4　21cm　279p

1009910039959 元総社 DF/ｻ/

高瀬川女船歌　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著
埼玉福祉会　2009.5　21cm　282p

1009910250923 元総社 DF/ｻ/

高瀬川女船歌　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著
埼玉福祉会　2009.5　21cm　235p

1009910250924 元総社 DF/ｻ/

子づれ兵法者　上　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2010.11　21cm　277p

1009915507883 大胡 DF/ｻ/

子づれ兵法者　下　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2010.11　21cm　299p

1009915507884 大胡 DF/ｻ/
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周公旦　　（大活字本シリーズ）　酒見 賢一／著　埼玉福祉会
2009.11　21cm　425p

1009915405939 総社 DF/ｻ/

高瀬川女船歌　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著
埼玉福祉会　2009.5　21cm　282p

1009910250923 桂萱 DF/ｻ/

高瀬川女船歌　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著
埼玉福祉会　2009.5　21cm　235p

1009910250924 桂萱 DF/ｻ/

戦いすんで日が暮れて　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子
／著　埼玉福祉会　2007.5　21cm　260p

1009910049328 大胡 DF/ｻ/

戦いすんで日が暮れて　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子
／著　埼玉福祉会　2007.5　21cm　249p

1009910049329 大胡 DF/ｻ/

江戸は廻灯籠　上　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2005.11　21cm　308p

1009810530446 大胡 DF/ｻ/

江戸は廻灯籠　下　　（大活字本シリーズ）　佐江 衆一／著　埼
玉福祉会　2005.11　21cm　274p

1009810530455 大胡 DF/ｻ/

空白の起点　上　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉
福祉会　2002.5　22cm　272p

1009810293822 大胡 DF/ｻ/

空白の起点　下　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉
福祉会　2002.5　22cm　311p

1009810293823 大胡 DF/ｻ/

取調室　上　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　257p

1009810530442 大胡 DF/ｻ/

取調室　下　　（大活字本シリーズ）　笹沢 左保／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　268p

1009810530443 大胡 DF/ｻ/

八州廻り桑山十兵衛　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美
／著　埼玉福祉会　2003.11　21cm　342p

1009810396822 大胡 DF/ｻ/

八州廻り桑山十兵衛　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美
／著　埼玉福祉会　2003.11　21cm　390p

1009810396824 大胡 DF/ｻ/

槍持ち佐五平の首　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／
著　埼玉福祉会　2006.11　21cm　286p

1009810596709 総社 DF/ｻ/

槍持ち佐五平の首　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／
著　埼玉福祉会　2006.11　21cm　294p

1009810596710 総社 DF/ｻ/
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遠い蛍　上　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　2002.5　22cm　248p

1009810293826 大胡 DF/ｻ/

遠い蛍　下　　（大活字本シリーズ）　沢田 ふじ子／著　埼玉福
祉会　2002.5　22cm　294p

1009810293827 大胡 DF/ｻ/

恵比寿屋喜兵衛手控え　上　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅
美／著　埼玉福祉会　1999.5　22cm　327p

1009810086837 総社 DF/ｻ/

恵比寿屋喜兵衛手控え　下　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅
美／著　埼玉福祉会　1999.5　22cm　388p

1009810086838 総社 DF/ｻ/

崩れる　上　　（大活字本シリーズ）　佐野 洋／著　埼玉福祉会
2005.5　21cm　293p

1009810500259 総社 DF/ｻ/

崩れる　下　　（大活字本シリーズ）　佐野 洋／著　埼玉福祉会
2005.5　21cm　373p

1009810500260 総社 DF/ｻ/

もどり橋　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　346p

1009810500273 大胡 DF/ｻ/

もどり橋　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　285p

1009810500274 大胡 DF/ｻ/

消えた人々　上　　（大活字本シリーズ）　佐野 洋／著　埼玉福
祉会　2001.6　22cm　279p

1009810220445 桂萱 DF/ｻ/

消えた人々　下　　（大活字本シリーズ）　佐野 洋／著　埼玉福
祉会　2001.6　22cm　218p

1009810220446 桂萱 DF/ｻ/

院長の恋　　（大活字本シリーズ）　佐藤 愛子／著　埼玉福祉
会　2016.6　21cm　398p

1009916481464 東 DF/ｻ/

青雲遙かに　1　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　324p

1009916481468 東 DF/ｻ/

青雲遙かに　2　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　366p

1009916481469 東 DF/ｻ/

青雲遙かに　3　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　332p

1009916481470 東 DF/ｻ/

青雲遙かに　4　　（大活字本シリーズ）　佐藤 雅美／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　345p

1009916481471 東 DF/ｻ/
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短夜の髪　上　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2016.12　21cm　286p

1009916534197 東 DF/ｻ/

短夜の髪　下　　（大活字本シリーズ）　澤田 ふじ子／著　埼玉
福祉会　2016.12　21cm　316p

1009916534199 東 DF/ｻ/

水の都　上　　（大活字本シリーズ）　庄野 潤三／著　埼玉福祉
会　1990.4　22cm　304p

1009010049180 本館 DF/ｼ/

水の都　下　　（大活字本シリーズ）　庄野 潤三／著　埼玉福祉
会　1990.4　22cm　258p

1009010049181 本館 DF/ｼ/

毎日が日曜日　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　1991.4　22cm　332p

1009110034376 本館 DF/ｼ/

毎日が日曜日　中　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　1991.4　22cm　379p

1009110034377 本館 DF/ｼ/

毎日が日曜日　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　1991.4　22cm　378p

1009110034378 本館 DF/ｼ/

新選組血風録　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　1991.10　22cm　379p

1009210004345 本館 DF/ｼ/

新選組血風録　中　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　1991.10　22cm　343p

1009210004346 本館 DF/ｼ/

新選組血風録　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　1991.10　22cm　369p

1009210004347 本館 DF/ｼ/

娘と私　上　　（大活字本シリーズ）　獅子 文六／著　埼玉福祉
会　1991.10　22cm　403p

1009210004354 本館 DF/ｼ/

娘と私　中　　（大活字本シリーズ）　獅子 文六／著　埼玉福祉
会　1991.10　22cm　392p

1009210004355 本館 DF/ｼ/

娘と私　下　　（大活字本シリーズ）　獅子 文六／著　埼玉福祉
会　1991.10　22cm　441p

1009210004356 本館 DF/ｼ/

悦ちゃん　上　　（大活字本シリーズ）　獅子 文六／著　埼玉福
祉会　1992.12　22cm　380p

1009310007615 本館 DF/ｼ/

悦ちゃん　下　　（大活字本シリーズ）　獅子 文六／著　埼玉福
祉会　1992.12　22cm　414p

1009310007616 本館 DF/ｼ/
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秘剣　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉会
1993.10　22cm　280p

1009310058991 本館 DF/ｼ/

秘剣　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉会
1993.10　22cm　262p

1009310058992 本館 DF/ｼ/

夕べの雲　上　　（大活字本シリーズ）　庄野 潤三／著　埼玉福
祉会　1993.10　22cm　315p

1009310059004 本館 DF/ｼ/

夕べの雲　下　　（大活字本シリーズ）　庄野 潤三／著　埼玉福
祉会　1993.10　22cm　260p

1009310059005 本館 DF/ｼ/

豊臣家の人々　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　1994.4　22cm　288p

1009410020165 本館 DF/ｼ/

豊臣家の人々　中　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　1994.4　22cm　325p

1009410020166 本館 DF/ｼ/

豊臣家の人々　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　1994.4　22cm　319p

1009410020167 本館 DF/ｼ/

辛酸　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉福祉会
1996.5　22cm　390p

1009610022302 本館 DF/ｼ/

韃靼疾風録　1　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　373p

1009610039395 本館 DF/ｼ/

韃靼疾風録　2　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　404p

1009610039396 本館 DF/ｼ/

韃靼疾風録　3　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　414p

1009610039397 本館 DF/ｼ/

韃靼疾風録　4　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　382p

1009610039398 本館 DF/ｼ/

韃靼疾風録　5　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　395p

1009610039399 本館 DF/ｼ/

小説兜町(しま)　上　　（大活字本シリーズ）　清水 一行／著
埼玉福祉会　1997.5　22cm　442p

1009710021656 本館 DF/ｼ/

小説兜町(しま)　下　　（大活字本シリーズ）　清水 一行／著
埼玉福祉会　1997.5　22cm　398p

1009710021657 本館 DF/ｼ/
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酔って候　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　1998.9　22cm　398p

1009810044981 本館 DF/ｼ/

酔って候　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　1998.9　22cm　236p

1009810044982 本館 DF/ｼ/

帰りなん、いざ　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　1998.12　22cm　319p

1009810064624 本館 DF/ｼ/

帰りなん、いざ　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　1998.12　22cm　320p

1009810064625 本館 DF/ｼ/

岳物語　1　　（大活字文庫 11）　椎名 誠／[著]　大活字
1998.9　22cm　298p

1009810045405 本館 DF/ｼ/

貧乏同心御用帳　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／
著　埼玉福祉会　2000.9　22cm　397p

1009810166405 本館 DF/ｼ/

貧乏同心御用帳　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／
著　埼玉福祉会　2000.9　22cm　309p

1009810166406 本館 DF/ｼ/

もう、きみには頼まない　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎
／著　埼玉福祉会　2000.9　22cm　299p

1009810166408 本館 DF/ｼ/

もう、きみには頼まない　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎
／著　埼玉福祉会　2000.9　22cm　327p

1009810166409 本館 DF/ｼ/

砂の紋　上　　（大活字本シリーズ）　清水 一行／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　348p

1009810188139 本館 DF/ｼ/

砂の紋　下　　（大活字本シリーズ）　清水 一行／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　374p

1009810188140 本館 DF/ｼ/

ことばの国　1　　（大活字文庫 24）　清水 義範／[著]　大活字
2001.10　22cm　288p

1009810231580 本館 DF/ｼ/

ことばの国　2　　（大活字文庫 24）　清水 義範／[著]　大活字
2001.10　22cm　282p

1009810231581 本館 DF/ｼ/

ことばの国　3　　（大活字文庫 24）　清水 義範／[著]　大活字
2001.10　22cm　298p

1009810231582 本館 DF/ｼ/

暗夜行路　前編上　　（大活字本シリーズ）　志賀 直哉／著　埼
玉福祉会　2002.5　22cm　273p

1009810293810 本館 DF/ｼ/
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前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名サ行） 令和５年１月１１日現在
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暗夜行路　前編下　　（大活字本シリーズ）　志賀 直哉／著　埼
玉福祉会　2002.5　22cm　264p

1009810293811 本館 DF/ｼ/

暗夜行路　後編上　　（大活字本シリーズ）　志賀 直哉／著　埼
玉福祉会　2002.5　22cm　329p

1009810293812 本館 DF/ｼ/

暗夜行路　後編下　　（大活字本シリーズ）　志賀 直哉／著　埼
玉福祉会　2002.5　22cm　300p

1009810293813 本館 DF/ｼ/

酒とバラの日々　上　　（大活字本シリーズ）　清水 義範／著
埼玉福祉会　2002.5　22cm　215p

1009810293820 本館 DF/ｼ/

酒とバラの日々　下　　（大活字本シリーズ）　清水 義範／著
埼玉福祉会　2002.5　22cm　223p

1009810293821 本館 DF/ｼ/

絵合せ　上　　（大活字本シリーズ）　庄野 潤三／著　埼玉福祉
会　2002.10　22cm　305p

1009810323406 本館 DF/ｼ/

絵合せ　下　　（大活字本シリーズ）　庄野 潤三／著　埼玉福祉
会　2002.10　22cm　293p

1009810323412 本館 DF/ｼ/

最後の将軍　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　2002.10　22cm　277p

1009810323463 本館 DF/ｼ/

最後の将軍　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　2002.10　22cm　247p

1009810323466 本館 DF/ｼ/

日曜日の夕刊　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2003.5　21cm　397p

1009810366806 本館 DF/ｼ/

日曜日の夕刊　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2003.5　21cm　394p

1009810366807 本館 DF/ｼ/

いまひとたびの　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　2003.11　21cm　287p

1009810396804 本館 DF/ｼ/

いまひとたびの　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　2003.11　21cm　241p

1009810396807 本館 DF/ｼ/

血汐笛　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福
祉会　2004.5　21cm　342p

1009810432229 本館 DF/ｼ/

血汐笛　中　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福
祉会　2004.5　21cm　278p

1009810432233 本館 DF/ｼ/
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血汐笛　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福
祉会　2004.5　21cm　329p

1009810432234 本館 DF/ｼ/

部長の大晩年　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　2004.11　21cm　224p

1009810464038 本館 DF/ｼ/

部長の大晩年　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　2004.11　21cm　215p

1009810464041 本館 DF/ｼ/

燃えよ剣　1　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　360p

1009810500261 本館 DF/ｼ/

燃えよ剣　2　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　383p

1009810500262 本館 DF/ｼ/

燃えよ剣　3　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　355p

1009810500263 本館 DF/ｼ/

燃えよ剣　4　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　374p

1009810500264 本館 DF/ｼ/

燃えよ剣　5　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　363p

1009810500265 本館 DF/ｼ/

ビタミンF　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　326p

1009810530487 本館 DF/ｼ/

ビタミンF　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　265p

1009810530489 本館 DF/ｼ/

群青の湖　上　　（大活字本シリーズ）　芝木 好子／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　249p

1009810565657 本館 DF/ｼ/

群青の湖　中　　（大活字本シリーズ）　芝木 好子／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　312p

1009810565659 本館 DF/ｼ/

群青の湖　下　　（大活字本シリーズ）　芝木 好子／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　334p

1009810565660 本館 DF/ｼ/

秘剣奔る　上　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　275p

1009810565690 本館 DF/ｼ/

秘剣奔る　下　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　209p

1009810565691 本館 DF/ｼ/
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その日のまえに　1　　（大活字文庫 103）　重松 清／[著]　大
活字　2005.12　21cm　387p

1009810535377 本館 DF/ｼ/

その日のまえに　2　　（大活字文庫 103）　重松 清／[著]　大
活字　2005.12　21cm　371p

1009810535380 本館 DF/ｼ/

その日のまえに　3　　（大活字文庫 103）　重松 清／[著]　大
活字　2005.12　21cm　393p

1009810535382 本館 DF/ｼ/

きのうの空　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉
福祉会　2007.5　21cm　382p

1009910049340 本館 DF/ｼ/

きのうの空　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉
福祉会　2007.5　21cm　351p

1009910049341 本館 DF/ｼ/

戦鬼たちの海　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　343p

1009910096739 本館 DF/ｼ/

戦鬼たちの海　中　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　281p

1009910096742 本館 DF/ｼ/

戦鬼たちの海　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　337p

1009910096745 本館 DF/ｼ/

愛を乞うひと　上　　（大活字本シリーズ）　下田 治美／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　279p

1009910201164 本館 DF/ｼ/

愛を乞うひと　下　　（大活字本シリーズ）　下田 治美／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　283p

1009910201165 本館 DF/ｼ/

赤い影法師　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　425p

1009910201152 本館 DF/ｼ/

赤い影法師　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　401p

1009910201153 本館 DF/ｼ/

送り火　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉会
2008.11　21cm　405p

1009910201170 本館 DF/ｼ/

送り火　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉会
2008.11　21cm　359p

1009910201171 本館 DF/ｼ/

家族善哉　上　　（大活字本シリーズ）　島村 洋子／著　埼玉福
祉会　2008.11　21cm　286p

1009910201168 本館 DF/ｼ/
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家族善哉　下　　（大活字本シリーズ）　島村 洋子／著　埼玉福
祉会　2008.11　21cm　281p

1009910201169 本館 DF/ｼ/

男子の本懐　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉
福祉会　2009.11　21cm　411p

1009915405930 本館 DF/ｼ/

男子の本懐　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉
福祉会　2009.11　21cm　382p

1009915405931 本館 DF/ｼ/

馬上少年過ぐ　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　286p

1009915459495 本館 DF/ｼ/

馬上少年過ぐ　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　383p

1009915459496 本館 DF/ｼ/

馬上少年過ぐ　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　286p

1009915459495 大胡 DF/ｼ/

馬上少年過ぐ　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　383p

1009915459496 大胡 DF/ｼ/

江戸群盗伝　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴田
錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　241p

1009916112284 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴田
錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p244-470

1009916112286 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴田
錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p474-707

1009916112287 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴田
錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p710-955

1009916112289 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴田
錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p958-1194

1009916112292 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　続 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴
田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p233

1009916112296 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　続 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴
田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p236-
455

1009916112298 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　続 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴
田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p458-
669

1009916112299 本館 DF/ｼ/
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江戸群盗伝　続 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴
田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p672-
906

1009916112300 本館 DF/ｼ/

江戸群盗伝　続 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　柴
田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p910-
1134

1009916112301 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916112498 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916112499 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
237p

1009916112501 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
239p

1009916112503 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916112505 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916112506 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　中 7　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
201p

1009916112508 本館 DF/ｼ/

逃亡者　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城山 三郎
／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　276p

1009916112480 本館 DF/ｼ/

逃亡者　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城山 三郎
／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p284-449

1009916112481 本館 DF/ｼ/

逃亡者　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城山 三郎
／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p456-658

1009916112484 本館 DF/ｼ/

逃亡者　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城山 三郎
／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p666-964

1009916112486 本館 DF/ｼ/

勇者は語らず　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　216p

1009916112489 本館 DF/ｼ/

勇者は語らず　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p220-428

1009916112491 本館 DF/ｼ/
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勇者は語らず　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p432-625

1009916112493 本館 DF/ｼ/

勇者は語らず　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p628-878

1009916112494 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
245p

1009916110225 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
239p

1009916110226 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
237p

1009916110227 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
237p

1009916110228 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916110229 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916110230 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　上 7　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
203p

1009916110231 本館 DF/ｼ/

魚雷艇学生　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　島尾
敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　290p

1009916110239 本館 DF/ｼ/

魚雷艇学生　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　島尾
敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p296-495

1009916110240 本館 DF/ｼ/

魚雷艇学生　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　島尾
敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p500-721

1009916110241 本館 DF/ｼ/

出孤島記　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　島尾 敏
雄／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　361p

1009916110211 本館 DF/ｼ/

出孤島記　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　島尾 敏
雄／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　p368-655

1009916110214 本館 DF/ｼ/

出孤島記　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　島尾 敏
雄／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　p662-1003

1009916110215 本館 DF/ｼ/
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陽のあたらない坂道　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　清水 義範／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
221p

1009916110221 本館 DF/ｼ/

陽のあたらない坂道　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　清水 義範／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
p228-423

1009916110222 本館 DF/ｼ/

陽のあたらない坂道　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　清水 義範／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
p430-629

1009916110223 本館 DF/ｼ/

陽のあたらない坂道　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　清水 義範／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
p636-830

1009916110224 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916110256 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
237p

1009916110257 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
239p

1009916110258 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916110259 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916110260 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
241p

1009916110261 本館 DF/ｼ/

決闘者 宮本武蔵　下 7　　（新潮オンデマンドブックス大活字
版）　柴田 錬三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
253p

1009916110262 本館 DF/ｼ/

出発は遂に訪れず　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
島尾 敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　130p

1009916110263 本館 DF/ｼ/

出発は遂に訪れず　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
島尾 敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p138-
422

1009916110264 本館 DF/ｼ/

出発は遂に訪れず　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
島尾 敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p430-
662

1009916110265 本館 DF/ｼ/

出発は遂に訪れず　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
島尾 敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p670-
876

1009916110266 本館 DF/ｼ/
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出発は遂に訪れず　5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
島尾 敏雄／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p884-
1246

1009916110267 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　243p

1009916110281 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p253-457

1009916110282 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p467-675

1009916110283 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p686-928

1009916110284 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p938-1150

1009916110285 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1160-1394

1009916110286 本館 DF/ｼ/

父子鷹　上 7　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1405-1644

1009916110287 本館 DF/ｼ/

父子鷹　下 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　247p

1009916110288 本館 DF/ｼ/

父子鷹　下 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p257-530

1009916110289 本館 DF/ｼ/

父子鷹　下 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p541-784

1009916110290 本館 DF/ｼ/

父子鷹　下 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p795-1039

1009916110291 本館 DF/ｼ/

父子鷹　下 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1049-1326

1009916110292 本館 DF/ｼ/

父子鷹　下 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1337-1580

1009916110293 本館 DF/ｼ/

国定忠治　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　309p

1009916110294 本館 DF/ｼ/
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国定忠治　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p316-506

1009916110295 本館 DF/ｼ/

国定忠治　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p514-904

1009916110296 本館 DF/ｼ/

国定忠治　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p912-1210

1009916110297 本館 DF/ｼ/

国定忠治　5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　子母沢
寛／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1218-1393

1009916110298 本館 DF/ｼ/

打出小槌町一番地　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
城山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　329p

1009916110299 本館 DF/ｼ/

打出小槌町一番地　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
城山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p334-
742

1009916110300 本館 DF/ｼ/

打出小槌町一番地　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
城山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p748-
1047

1009916110301 本館 DF/ｼ/

打出小槌町一番地　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
城山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1052-
1237

1009916110302 本館 DF/ｼ/

男たちの好日　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　216p

1009916110325 本館 DF/ｼ/

男たちの好日　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p220-479

1009916110326 本館 DF/ｼ/

男たちの好日　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p482-728

1009916110327 本館 DF/ｼ/

男たちの好日　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p732-
1073

1009916110328 本館 DF/ｼ/

男たちの好日　5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　城
山 三郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1076-
1315

1009916110329 本館 DF/ｼ/

ほかならぬ人へ　1　　（誰でも文庫 6）　白石 一文／[著]　大活
字文化普及協会　2013.8　26cm　311p

1009916187485 本館 DF/ｼ/

ほかならぬ人へ　2　　（誰でも文庫 6）　白石 一文／[著]　大活
字文化普及協会　2013.8　26cm　255p

1009916187486 本館 DF/ｼ/
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海狼伝　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉
会　2010.11　21cm　366p

1009915507876 本館 DF/ｼ/

海狼伝　中　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉
会　2010.11　21cm　294p

1009915507877 本館 DF/ｼ/

海狼伝　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉
会　2010.11　21cm　422p

1009915507878 本館 DF/ｼ/

陰の絵図　1　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　274p

1009915507889 本館 DF/ｼ/

陰の絵図　2　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　334p

1009915507890 本館 DF/ｼ/

陰の絵図　3　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　311p

1009915507891 本館 DF/ｼ/

陰の絵図　4　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　326p

1009915507892 本館 DF/ｼ/

高丘親王航海記　上　　（大活字本シリーズ）　澁澤 龍彦／著
埼玉福祉会　2011.5　21cm　251p

1009915557996 本館 DF/ｼ/

高丘親王航海記　下　　（大活字本シリーズ）　澁澤 龍彦／著
埼玉福祉会　2011.5　21cm　225p

1009915557997 本館 DF/ｼ/

行きずりの街　1　　（大活字文庫 114）　志水 辰夫／[著]　大活
字　2006.8　21cm　331p

1009810581783 本館 DF/ｼ/

行きずりの街　2　　（大活字文庫 114）　志水 辰夫／[著]　大活
字　2006.8　21cm　339p

1009810581785 本館 DF/ｼ/

行きずりの街　3　　（大活字文庫 114）　志水 辰夫／[著]　大活
字　2006.8　21cm　367p

1009810581787 本館 DF/ｼ/

行きずりの街　4　　（大活字文庫 114）　志水 辰夫／[著]　大活
字　2006.8　21cm　371p

1009810581789 本館 DF/ｼ/

きみ去りしのち　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　2011.12　21cm　284p

1009915610532 本館 DF/ｼ/

きみ去りしのち　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　2011.12　21cm　285p

1009915610534 本館 DF/ｼ/

23／36



前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名サ行） 令和５年１月１１日現在

書誌情報 タイトルコード 所蔵館 請求記号

小さき者へ　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福
祉会　2011.12　21cm　378p

1009915610556 本館 DF/ｼ/

小さき者へ　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福
祉会　2011.12　21cm　418p

1009915610557 本館 DF/ｼ/

怒濤のごとく　1　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉
福祉会　2013.6　21cm　339p

1009916162309 本館 DF/ｼ/

怒濤のごとく　2　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉
福祉会　2013.6　21cm　370p

1009916162312 本館 DF/ｼ/

怒濤のごとく　3　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉
福祉会　2013.6　21cm　311p

1009916162314 本館 DF/ｼ/

怒濤のごとく　4　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉
福祉会　2013.6　21cm　347p

1009916162315 本館 DF/ｼ/

鼠　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉福祉会
2013.6　21cm　359p

1009916162298 本館 DF/ｼ/

鼠　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉福祉会
2013.6　21cm　372p

1009916162299 本館 DF/ｼ/

みのたけの春　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼
玉福祉会　2014.6　21cm　413p

1009916269084 本館 DF/ｼ/

みのたけの春　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼
玉福祉会　2014.6　21cm　390p

1009916269085 本館 DF/ｼ/

剣鬼　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福祉
会　2014.12　21cm　342p

1009916324498 本館 DF/ｼ/

剣鬼　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福祉
会　2014.12　21cm　370p

1009916324500 本館 DF/ｼ/

十一番目の志士　1　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2015.6　21cm　351p

1009916378639 本館 DF/ｼ/

十一番目の志士　2　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2015.6　21cm　371p

1009916378640 本館 DF/ｼ/

十一番目の志士　3　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2015.6　21cm　360p

1009916378642 本館 DF/ｼ/
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十一番目の志士　4　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2015.6　21cm　349p

1009916378643 本館 DF/ｼ/

とんび　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉会
2015.6　21cm　397p

1009916378664 本館 DF/ｼ/

とんび　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉会
2015.6　21cm　416p

1009916378665 本館 DF/ｼ/

冬の巡礼　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉福
祉会　2016.6　21cm　285p

1009916481478 本館 DF/ｼ/

冬の巡礼　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉福
祉会　2016.6　21cm　286p

1009916481479 本館 DF/ｼ/

江戸の海　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福
祉会　2016.12　21cm　239p

1009916534192 本館 DF/ｼ/

江戸の海　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福
祉会　2016.12　21cm　272p

1009916534193 本館 DF/ｼ/

御家人斬九郎　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著
埼玉福祉会　2016.12　21cm　429p

1009916534185 本館 DF/ｼ/

御家人斬九郎　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著
埼玉福祉会　2016.12　21cm　315p

1009916534186 本館 DF/ｼ/

かたみ歌　上　　（大活字本シリーズ）　朱川 湊人／著　埼玉福
祉会　2017.6　21cm　275p

1009916585153 本館 DF/ｼ/

かたみ歌　下　　（大活字本シリーズ）　朱川 湊人／著　埼玉福
祉会　2017.6　21cm　217p

1009916585154 本館 DF/ｼ/

夏草の賦　1　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2017.6　21cm　274p

1009916585155 本館 DF/ｼ/

夏草の賦　2　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2017.6　21cm　372p

1009916585156 本館 DF/ｼ/

夏草の賦　3　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2017.6　21cm　307p

1009916585157 本館 DF/ｼ/

夏草の賦　4　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2017.6　21cm　278p

1009916585158 本館 DF/ｼ/
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ポニーテール　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2017.11　21cm　357p

1009916630246 本館 DF/ｼ/

ポニーテール　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2017.11　21cm　293p

1009916630247 本館 DF/ｼ/

匿名者のためのスピカ　1　　（誰でも文庫 91）　島本 理生／
[著]　大活字文化普及協会　2019.1　26cm　201p

1009916747463 本館 DF/ｼ/

匿名者のためのスピカ　2　　（誰でも文庫 91）　島本 理生／
[著]　大活字文化普及協会　2019.1　26cm　187p

1009916747467 本館 DF/ｼ/

花まんま　上　　（大活字本シリーズ）　朱川 湊人／著　埼玉福
祉会　2019.6　21cm　266p

1009916775753 本館 DF/ｼ/

花まんま　下　　（大活字本シリーズ）　朱川 湊人／著　埼玉福
祉会　2019.6　21cm　296p

1009916775754 本館 DF/ｼ/

百戦百勝　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉福
祉会　2019.6　21cm　352p

1009916775734 本館 DF/ｼ/

百戦百勝　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉福
祉会　2019.6　21cm　358p

1009916775735 本館 DF/ｼ/

故郷忘じがたく候　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2020.5　21cm　400p

1009916855419 本館 DF/ｼ/

一人っ子同盟　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2020.11　21cm　412p

1009916901809 本館 DF/ｼ/

一人っ子同盟　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2020.11　21cm　390p

1009916901811 本館 DF/ｼ/

あした咲く蕾　上　　（大活字本シリーズ）　朱川 湊人／著　埼
玉福祉会　2022.5　21cm　283p

1009917029160 本館 DF/ｼ/

あした咲く蕾　下　　（大活字本シリーズ）　朱川 湊人／著　埼
玉福祉会　2022.5　21cm　238p

1009917029162 本館 DF/ｼ/

アームストロング砲　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎
／著　埼玉福祉会　2022.5　21cm　308p

1009917029109 本館 DF/ｼ/

アームストロング砲　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎
／著　埼玉福祉会　2022.5　21cm　288p

1009917029111 本館 DF/ｼ/
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つばくろ越え　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼
玉福祉会　2022.5　21cm　373p

1009917029136 本館 DF/ｼ/

つばくろ越え　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼
玉福祉会　2022.5　21cm　390p

1009917029138 本館 DF/ｼ/

人斬り以蔵　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1987　22cm　411p

1006010080051 桂萱 DF/ｼ/

人斬り以蔵　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼
玉福祉会　1987　22cm　386p

1006010080052 桂萱 DF/ｼ/

辛酸　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉福祉会
1996.5　22cm　390p

1009610022302 桂萱 DF/ｼ/

江戸の海　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福
祉会　2016.12　21cm　239p

1009916534192 元総社 DF/ｼ/

江戸の海　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福
祉会　2016.12　21cm　272p

1009916534193 元総社 DF/ｼ/

海狼伝　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉
会　2010.11　21cm　366p

1009915507876 総社 DF/ｼ/

海狼伝　中　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉
会　2010.11　21cm　294p

1009915507877 総社 DF/ｼ/

海狼伝　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福祉
会　2010.11　21cm　422p

1009915507878 総社 DF/ｼ/

陰の絵図　1　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　274p

1009915507889 大胡 DF/ｼ/

陰の絵図　2　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　334p

1009915507890 大胡 DF/ｼ/

陰の絵図　3　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　311p

1009915507891 大胡 DF/ｼ/

陰の絵図　4　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2010.11　21cm　326p

1009915507892 大胡 DF/ｼ/

男子の本懐　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉
福祉会　2009.11　21cm　411p

1009915405930 桂萱 DF/ｼ/
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男子の本懐　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼玉
福祉会　2009.11　21cm　382p

1009915405931 桂萱 DF/ｼ/

馬上少年過ぐ　上　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　286p

1009915459495 総社 DF/ｼ/

馬上少年過ぐ　下　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著
埼玉福祉会　2010.5　21cm　383p

1009915459496 総社 DF/ｼ/

愛を乞うひと　上　　（大活字本シリーズ）　下田 治美／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　279p

1009910201164 総社 DF/ｼ/

愛を乞うひと　下　　（大活字本シリーズ）　下田 治美／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　283p

1009910201165 総社 DF/ｼ/

赤い影法師　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　425p

1009910201152 大胡 DF/ｼ/

赤い影法師　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼
玉福祉会　2008.11　21cm　401p

1009910201153 大胡 DF/ｼ/

送り火　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉会
2008.11　21cm　405p

1009910201170 桂萱 DF/ｼ/

送り火　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉会
2008.11　21cm　359p

1009910201171 桂萱 DF/ｼ/

家族善哉　上　　（大活字本シリーズ）　島村 洋子／著　埼玉福
祉会　2008.11　21cm　286p

1009910201168 桂萱 DF/ｼ/

家族善哉　下　　（大活字本シリーズ）　島村 洋子／著　埼玉福
祉会　2008.11　21cm　281p

1009910201169 桂萱 DF/ｼ/

きのうの空　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉
福祉会　2007.5　21cm　382p

1009910049340 総社 DF/ｼ/

きのうの空　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉
福祉会　2007.5　21cm　351p

1009910049341 総社 DF/ｼ/

戦鬼たちの海　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　343p

1009910096739 総社 DF/ｼ/

戦鬼たちの海　中　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　281p

1009910096742 総社 DF/ｼ/
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戦鬼たちの海　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　337p

1009910096745 総社 DF/ｼ/

いまひとたびの　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　2003.11　21cm　287p

1009810396804 総社 DF/ｼ/

いまひとたびの　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著
埼玉福祉会　2003.11　21cm　241p

1009810396807 総社 DF/ｼ/

群青の湖　上　　（大活字本シリーズ）　芝木 好子／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　249p

1009810565657 桂萱 DF/ｼ/

群青の湖　中　　（大活字本シリーズ）　芝木 好子／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　312p

1009810565659 桂萱 DF/ｼ/

群青の湖　下　　（大活字本シリーズ）　芝木 好子／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　334p

1009810565660 桂萱 DF/ｼ/

酒とバラの日々　上　　（大活字本シリーズ）　清水 義範／著
埼玉福祉会　2002.5　22cm　215p

1009810293820 総社 DF/ｼ/

酒とバラの日々　下　　（大活字本シリーズ）　清水 義範／著
埼玉福祉会　2002.5　22cm　223p

1009810293821 総社 DF/ｼ/

秘剣奔る　上　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　275p

1009810565690 大胡 DF/ｼ/

秘剣奔る　下　　（大活字本シリーズ）　新宮 正春／著　埼玉福
祉会　2006.5　21cm　209p

1009810565691 大胡 DF/ｼ/

ビタミンF　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　326p

1009810530487 総社 DF/ｼ/

ビタミンF　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　265p

1009810530489 総社 DF/ｼ/

燃えよ剣　1　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　360p

1009810500261 総社 DF/ｼ/

燃えよ剣　2　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　383p

1009810500262 総社 DF/ｼ/

燃えよ剣　3　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　355p

1009810500263 総社 DF/ｼ/
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燃えよ剣　4　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　374p

1009810500264 総社 DF/ｼ/

燃えよ剣　5　　（大活字本シリーズ）　司馬 遼太郎／著　埼玉
福祉会　2005.5　21cm　363p

1009810500265 総社 DF/ｼ/

部長の大晩年　上　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　2004.11　21cm　224p

1009810464038 総社 DF/ｼ/

部長の大晩年　下　　（大活字本シリーズ）　城山 三郎／著　埼
玉福祉会　2004.11　21cm　215p

1009810464041 総社 DF/ｼ/

血汐笛　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福
祉会　2004.5　21cm　342p

1009810432229 大胡 DF/ｼ/

血汐笛　中　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福
祉会　2004.5　21cm　278p

1009810432233 大胡 DF/ｼ/

血汐笛　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著　埼玉福
祉会　2004.5　21cm　329p

1009810432234 大胡 DF/ｼ/

日曜日の夕刊　上　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2003.5　21cm　397p

1009810366806 総社 DF/ｼ/

日曜日の夕刊　下　　（大活字本シリーズ）　重松 清／著　埼玉
福祉会　2003.5　21cm　394p

1009810366807 総社 DF/ｼ/

砂の紋　上　　（大活字本シリーズ）　清水 一行／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　348p

1009810188139 総社 DF/ｼ/

砂の紋　下　　（大活字本シリーズ）　清水 一行／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　374p

1009810188140 総社 DF/ｼ/

ほかならぬ人へ　1　　（誰でも文庫 6）　白石 一文／[著]　大活
字文化普及協会　2013.8　26cm　311p

1009916187485 東 DF/ｼ/

ほかならぬ人へ　2　　（誰でも文庫 6）　白石 一文／[著]　大活
字文化普及協会　2013.8　26cm　255p

1009916187486 東 DF/ｼ/

冬の巡礼　上　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉福
祉会　2016.6　21cm　285p

1009916481478 東 DF/ｼ/

冬の巡礼　下　　（大活字本シリーズ）　志水 辰夫／著　埼玉福
祉会　2016.6　21cm　286p

1009916481479 東 DF/ｼ/
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御家人斬九郎　上　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著
埼玉福祉会　2016.12　21cm　429p

1009916534185 東 DF/ｼ/

御家人斬九郎　下　　（大活字本シリーズ）　柴田 錬三郎／著
埼玉福祉会　2016.12　21cm　315p

1009916534186 東 DF/ｼ/

江戸の海　上　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福
祉会　2016.12　21cm　239p

1009916534192 東 DF/ｼ/

江戸の海　下　　（大活字本シリーズ）　白石 一郎／著　埼玉福
祉会　2016.12　21cm　272p

1009916534193 東 DF/ｼ/

姿見ずの橋　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1990.4　22cm　254p

1009010049195 本館 DF/ｽ/

姿見ずの橋　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1990.4　22cm　299p

1009010049196 本館 DF/ｽ/

写楽まぼろし　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼
玉福祉会　1990.10　22cm　325p

1009110005270 本館 DF/ｽ/

写楽まぼろし　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼
玉福祉会　1990.10　22cm　366p

1009110005271 本館 DF/ｽ/

終焉　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉会
1991.4　22cm　366p

1009110034367 本館 DF/ｽ/

近衛文麿　1　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼玉福
祉会　1993.4　22cm　370p

1009310013087 本館 DF/ｽ/

近衛文麿　2　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼玉福
祉会　1993.4　22cm　370p

1009310013088 本館 DF/ｽ/

近衛文麿　3　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼玉福
祉会　1993.4　22cm　318p

1009310013089 本館 DF/ｽ/

近衛文麿　4　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼玉福
祉会　1993.4　22cm　349p

1009310013090 本館 DF/ｽ/

孤愁の岸　中巻　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1985.10　22cm　365p

1006010050718 本館 DF/ｽ/

天皇の料理番　上　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼
玉福祉会　1995.5　22cm　448p

1009510022144 本館 DF/ｽ/
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天皇の料理番　中　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼
玉福祉会　1995.5　22cm　415p

1009510022145 本館 DF/ｽ/

天皇の料理番　下　　（大活字本シリーズ）　杉森 久英／著　埼
玉福祉会　1995.5　22cm　367p

1009510022146 本館 DF/ｽ/

東京新大橋雨中図　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／
著　埼玉福祉会　1995.10　22cm　308p

1009510046195 本館 DF/ｽ/

東京新大橋雨中図　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／
著　埼玉福祉会　1995.10　22cm　389p

1009510046196 本館 DF/ｽ/

二条院ノ讃岐　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福
祉会　1995.10　22cm　437p

1009510046193 本館 DF/ｽ/

孔雀茶屋心中　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　250p

1009610039386 本館 DF/ｽ/

孔雀茶屋心中　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　302p

1009610039387 本館 DF/ｽ/

竹ノ御所鞠子　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福
祉会　1998.9　22cm　425p

1009810044968 本館 DF/ｽ/

残映　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉会
1999.10　22cm　358p

1009810110831 本館 DF/ｽ/

別れ霜　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2000.4　22cm　298p

1009810142082 本館 DF/ｽ/

別れ霜　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2000.4　22cm　290p

1009810142083 本館 DF/ｽ/

汚名　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉会
2002.10　22cm　339p

1009810323481 本館 DF/ｽ/

汚名　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉会
2002.10　22cm　322p

1009810323485 本館 DF/ｽ/

冬の蝉　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　250p

1009810530427 本館 DF/ｽ/

冬の蝉　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　290p

1009810530430 本館 DF/ｽ/
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おすず　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉
会　2008.5　21cm　251p

1009910150187 本館 DF/ｽ/

おすず　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉
会　2008.5　21cm　201p

1009910150188 本館 DF/ｽ/

お狂言師歌吉うきよ暦　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子
／著　埼玉福祉会　2012.6　21cm　278p

1009916053063 本館 DF/ｽ/

お狂言師歌吉うきよ暦　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子
／著　埼玉福祉会　2012.6　21cm　284p

1009916053064 本館 DF/ｽ/

春告鳥　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉
会　2015.6　21cm　363p

1009916378647 本館 DF/ｽ/

春告鳥　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉
会　2015.6　21cm　389p

1009916378648 本館 DF/ｽ/

永代橋崩落　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1993.4　22cm　257p

1009310013085 桂萱 DF/ｽ/

永代橋崩落　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1993.4　22cm　262p

1009310013086 桂萱 DF/ｽ/

孤愁の岸　上巻　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1985.10　22cm　344p

1006010050717 桂萱 DF/ｽ/

孤愁の岸　中巻　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1985.10　22cm　365p

1006010050718 桂萱 DF/ｽ/

孤愁の岸　下巻　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉
福祉会　1985.10　22cm　363p

1006010050719 桂萱 DF/ｽ/

おすず　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉
会　2008.5　21cm　251p

1009910150187 総社 DF/ｽ/

おすず　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉
会　2008.5　21cm　201p

1009910150188 総社 DF/ｽ/

冬の蝉　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　250p

1009810530427 総社 DF/ｽ/

冬の蝉　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2005.11　21cm　290p

1009810530430 総社 DF/ｽ/
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別れ霜　上　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2000.4　22cm　298p

1009810142082 大胡 DF/ｽ/

別れ霜　下　　（大活字本シリーズ）　杉本 苑子／著　埼玉福祉
会　2000.4　22cm　290p

1009810142083 大胡 DF/ｽ/

残映　　（大活字本シリーズ）　杉本 章子／著　埼玉福祉会
1999.10　22cm　358p

1009810110831 総社 DF/ｽ/

妻と女の間　下 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　232p

1009916110494 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　下 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p236-
546

1009916110496 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　下 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p550-
786

1009916110498 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　下 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p790-
1025

1009916110500 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　下 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p1028-
1264

1009916110502 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　下 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p1268-
1578

1009916110504 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　上 1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　235p

1009916110486 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　上 2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p238-
477

1009916110487 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　上 3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p480-
717

1009916110488 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　上 4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p720-
951

1009916110489 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　上 5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p954-
1266

1009916110490 本館 DF/ｾ/

妻と女の間　上 6　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　瀬
戸内 寂聴／著　大活字文化普及協会　2010.1　26cm　p1270-
1513

1009916110491 本館 DF/ｾ/
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爆心　上　　（大活字本シリーズ）　青来 有一／著　埼玉福祉会
2011.12　21cm　254p

1009915610542 本館 DF/ｾ/

爆心　下　　（大活字本シリーズ）　青来 有一／著　埼玉福祉会
2011.12　21cm　351p

1009915610543 本館 DF/ｾ/

天国はまだ遠く　　（大活字本シリーズ）　瀬尾 まいこ／著　埼
玉福祉会　2020.5　21cm　278p

1009916855462 本館 DF/ｾ/

強運の持ち主　上　　（大活字本シリーズ）　瀬尾 まいこ／著
埼玉福祉会　2022.11　21cm　237p

1009917076810 本館 DF/ｾ/

強運の持ち主　下　　（大活字本シリーズ）　瀬尾 まいこ／著
埼玉福祉会　2022.11　21cm　220p

1009917076811 本館 DF/ｾ/

虚構の家　上　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福
祉会　1995.10　22cm　416p

1009510046186 本館 DF/ｿ/

虚構の家　下　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福
祉会　1995.10　22cm　338p

1009510046187 本館 DF/ｿ/

希望　上　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福祉会
2003.11　21cm　310p

1009810396815 本館 DF/ｿ/

希望　中　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福祉会
2003.11　21cm　350p

1009810396816 本館 DF/ｿ/

希望　下　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福祉会
2003.11　21cm　326p

1009810396817 本館 DF/ｿ/

わが恋の墓標　1　　（大活字文庫 54）　曽野 綾子／[著]　大活
字　2004.5　21cm　371p

1009810427974 本館 DF/ｿ/

わが恋の墓標　2　　（大活字文庫 54）　曽野 綾子／[著]　大活
字　2004.5　21cm　327p

1009810427978 本館 DF/ｿ/

わが恋の墓標　3　　（大活字文庫 54）　曽野 綾子／[著]　大活
字　2004.5　21cm　327p

1009810427979 本館 DF/ｿ/

希望　上　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福祉会
2003.11　21cm　310p

1009810396815 桂萱 DF/ｿ/

希望　中　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福祉会
2003.11　21cm　350p

1009810396816 桂萱 DF/ｿ/
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希望　下　　（大活字本シリーズ）　曽野 綾子／著　埼玉福祉会
2003.11　21cm　326p

1009810396817 桂萱 DF/ｿ/
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