
前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名ヤ行） 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

大納言狐　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉福
祉会　1988.4　22cm　433p

1006010086645 本館 DF/ﾔ/

つゆのひぬま　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1988.4　22cm　360p

1006010086646 本館 DF/ﾔ/

江分利満氏の優雅な生活　　（大活字本シリーズ）　山口 瞳／
著　埼玉福祉会　1988.10　22cm　430p

1008910006708 本館 DF/ﾔ/

大炊介始末　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉
福祉会　1989.4　22cm　287p

1008910016755 本館 DF/ﾔ/

落葉の隣り　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉
福祉会　1989.4　22cm　303p

1008910016756 本館 DF/ﾔ/

よじょう　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉福祉
会　1989.4　22cm　302p

1008910016757 本館 DF/ﾔ/

居酒屋兆治　　（大活字本シリーズ）　山口 瞳／著　埼玉福祉
会　1990.10　22cm　430p

1009110005280 本館 DF/ﾔ/

居酒屋兆治　　（大活字本シリーズ）　山口 瞳／著　埼玉福祉
会　1990.10　22cm　430p

1009110005280 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　362p

1009110039463 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　275p

1009110039464 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　252p

1009110039465 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　370p

1009110039466 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　2 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　330p

1009110039467 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　2 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　352p

1009110039468 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　2 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　230p

1009110039469 本館 DF/ﾔ/
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不毛地帯　2 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　377p

1009110039470 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　319p

1009110039471 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　270p

1009110039472 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　372p

1009110039473 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　317p

1009110039474 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　255p

1009110039475 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　405p

1009110039476 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　252p

1009110039477 本館 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　356p

1009110039478 本館 DF/ﾔ/

漂雲　　（大活字本シリーズ）　八木 義徳／著　埼玉福祉会
1993.10　22cm　388p

1009310058988 本館 DF/ﾔ/

秩父事件の女たち　上　　（大活字本シリーズ）　保高 みさ子／
著　埼玉福祉会　1994.9　22cm　308p

1009410042085 本館 DF/ﾔ/

秩父事件の女たち　下　　（大活字本シリーズ）　保高 みさ子／
著　埼玉福祉会　1994.9　22cm　366p

1009410042086 本館 DF/ﾔ/

路傍の石　下巻　　（Large print booksシリーズ）　山本 有三／
著　埼玉福祉会　1982.3　31cm　226p

1006010016123 本館 DF/ﾔ/

路傍の石　上巻　　（Large print booksシリーズ）　山本 有三／
著　埼玉福祉会　1982.3　31cm　219p

1006010016122 本館 DF/ﾔ/

ちいさこべ　　（Large print booksシリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　1982.9　31cm　196p

1006010017882 本館 DF/ﾔ/
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ちくしょう谷　　（Large print booksシリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　1982.9　31cm　174p

1006010017883 本館 DF/ﾔ/

赤ひげ診療譚　下巻　　（Large print booksシリーズ）　山本 周
五郎／著　埼玉福祉会　1983.4　31cm　157p

1006010022733 本館 DF/ﾔ/

赤ひげ診療譚　上巻　　（Large print booksシリーズ）　山本 周
五郎／著　埼玉福祉会　1983.4　31cm　159p

1006010022732 本館 DF/ﾔ/

さぶ　下巻　　（Large print booksシリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　1982.3　31cm　167p

1006010016117 本館 DF/ﾔ/

さぶ　上巻　　（Large print booksシリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　1982.3　31cm　192p

1006010016116 本館 DF/ﾔ/

小説 日本婦道記　上巻　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎
／著　埼玉福祉会　1984.10　22cm　241p

1006010038275 本館 DF/ﾔ/

小説 日本婦道記　下巻　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎
／著　埼玉福祉会　1984.10　22cm　247p

1006010038276 本館 DF/ﾔ/

荷車の歌　上巻　　（Large print booksシリーズ）　山代 巴／著
埼玉福祉会　1984.4　16×22cm　199p

1006010032734 本館 DF/ﾔ/

荷車の歌　下巻　　（Large print booksシリーズ）　山代 巴／著
埼玉福祉会　1984.4　16×22cm　194p

1006010032735 本館 DF/ﾔ/

むかしも今も　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉
福祉会　1986.4　22cm　274p

1006010057290 本館 DF/ﾔ/

柳橋物語　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉福
祉会　1986.4　22cm　354p

1006010057291 本館 DF/ﾔ/

夜の辛夷　　（Large print booksシリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　1983.10　16×22cm　202p

1006010027235 本館 DF/ﾔ/

おさん　　（Large print booksシリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1983.10　16×22cm　318p

1008910017384 本館 DF/ﾔ/

応為坦坦録　　（大活字本シリーズ）　山本 昌代／著　埼玉福
祉会　1995.5　22cm　251p

1009510022157 本館 DF/ﾔ/

鳥獣の寺　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼玉福
祉会　1996.5　22cm　413p

1009610022290 本館 DF/ﾔ/
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鳥獣の寺　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼玉福
祉会　1996.5　22cm　422p

1009610022291 本館 DF/ﾔ/

日日平安　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼玉福
祉会　1996.5　22cm　418p

1009610022283 本館 DF/ﾔ/

若き日の摂津守　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　1996.5　22cm　372p

1009610022284 本館 DF/ﾔ/

質屋の女房　上　　（大活字本シリーズ）　安岡 章太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　221p

1009610039380 本館 DF/ﾔ/

質屋の女房　下　　（大活字本シリーズ）　安岡 章太郎／著　埼
玉福祉会　1996.9　22cm　274p

1009610039381 本館 DF/ﾔ/

居酒屋ゆうれい　　（大活字本シリーズ）　山本 昌代／著　埼玉
福祉会　1997.5　22cm　277p

1009710021658 本館 DF/ﾔ/

矢一筋　上　　（大活字本シリーズ）　山手 樹一郎／著　埼玉福
祉会　1998.9　22cm　293p

1009810044979 本館 DF/ﾔ/

矢一筋　下　　（大活字本シリーズ）　山手 樹一郎／著　埼玉福
祉会　1998.9　22cm　352p

1009810044980 本館 DF/ﾔ/

あんちゃん　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1999.10　22cm　273p

1009810110821 本館 DF/ﾔ/

あんちゃん　中　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1999.10　22cm　233p

1009810110822 本館 DF/ﾔ/

あんちゃん　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1999.10　22cm　268p

1009810110823 本館 DF/ﾔ/

花実の森　上　　（大活字本シリーズ）　保高 みさ子／著　埼玉
福祉会　1999.10　22cm　387p

1009810110826 本館 DF/ﾔ/

花実の森　下　　（大活字本シリーズ）　保高 みさ子／著　埼玉
福祉会　1999.10　22cm　373p

1009810110827 本館 DF/ﾔ/

花の棺　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　360p

1009810188135 本館 DF/ﾔ/

花の棺　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　362p

1009810188136 本館 DF/ﾔ/
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青雲の鬼　上　　（大活字本シリーズ）　山手 樹一郎／著　埼玉
福祉会　2001.6　22cm　346p

1009810220459 本館 DF/ﾔ/

青雲の鬼　下　　（大活字本シリーズ）　山手 樹一郎／著　埼玉
福祉会　2001.6　22cm　403p

1009810220460 本館 DF/ﾔ/

大川わたり　1　　（大活字文庫 30）　山本 一力／[著]　大活字
2002.11　22cm　389p

1009810328426 本館 DF/ﾔ/

大川わたり　2　　（大活字文庫 30）　山本 一力／[著]　大活字
2002.11　22cm　320p

1009810328428 本館 DF/ﾔ/

大川わたり　3　　（大活字文庫 30）　山本 一力／[著]　大活字
2002.11　22cm　314p

1009810328429 本館 DF/ﾔ/

ひとごろし　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2003.11　21cm　261p

1009810396797 本館 DF/ﾔ/

ひとごろし　中　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2003.11　21cm　221p

1009810396800 本館 DF/ﾔ/

ひとごろし　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2003.11　21cm　325p

1009810396802 本館 DF/ﾔ/

かあちゃん・将監さまの細みち　　（大活字文庫 88 山本周五郎
傑作選）　山本 周五郎／[著]　大活字　2005.4　21cm　313p

1009810487561 本館 DF/ﾔ/

あだこ・山茶花帖　　（大活字文庫 89 山本周五郎傑作選）　山
本 周五郎／[著]　大活字　2005.4　21cm　305p

1009810489042 本館 DF/ﾔ/

泥棒と若殿・秋の駕籠・萱笠　　（大活字文庫 90 山本周五郎傑
作選）　山本 周五郎／[著]　大活字　2005.4　21cm　359p

1009810490976 本館 DF/ﾔ/

損料屋喜八郎始末控え　上　　（大活字本シリーズ）　山本 一
力／著　埼玉福祉会　2006.5　21cm　263p

1009810565696 本館 DF/ﾔ/

損料屋喜八郎始末控え　下　　（大活字本シリーズ）　山本 一
力／著　埼玉福祉会　2006.5　21cm　397p

1009810565699 本館 DF/ﾔ/

ALWAYS三丁目の夕日　1　　（大活字文庫 115）　西岸 良平／
原案　大活字　2006.9　21cm　337p

1009810587010 本館 DF/ﾔ/

ALWAYS三丁目の夕日　2　　（大活字文庫 115）　西岸 良平／
原案　大活字　2006.9　21cm　337p

1009810587013 本館 DF/ﾔ/
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ALWAYS三丁目の夕日　3　　（大活字文庫 115）　西岸 良平／
原案　大活字　2006.9　21cm　357p

1009810587014 本館 DF/ﾔ/

異人たちとの夏　　（大活字本シリーズ）　山田 太一／著　埼玉
福祉会　2007.5　21cm　363p

1009910049339 本館 DF/ﾔ/

町奉行日記　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　432p

1009910096697 本館 DF/ﾔ/

町奉行日記　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　365p

1009910096703 本館 DF/ﾔ/

扇形のアリバイ　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著
埼玉福祉会　2008.5　21cm　427p

1009910150185 本館 DF/ﾔ/

扇形のアリバイ　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著
埼玉福祉会　2008.5　21cm　415p

1009910150186 本館 DF/ﾔ/

火天の城　1　　（大活字文庫 179）　山本 兼一／[著]　大活字
2009.12　21cm　487p

1009915412074 本館 DF/ﾔ/

火天の城　2　　（大活字文庫 179）　山本 兼一／[著]　大活字
2009.12　21cm　507p

1009915412075 本館 DF/ﾔ/

火天の城　3　　（大活字文庫 179）　山本 兼一／[著]　大活字
2009.12　21cm　467p

1009915412076 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　1-1　　（大活字文庫 180）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.1　21cm　423p

1009915416698 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　1-2　　（大活字文庫 180）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.1　21cm　427p

1009915416699 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　1-3　　（大活字文庫 180）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.1　21cm　421p

1009915416700 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　2-1　　（大活字文庫 182）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.2　21cm　481p

1009915431670 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　2-2　　（大活字文庫 182）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.2　21cm　515p

1009915431671 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　2-3　　（大活字文庫 182）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.2　21cm　529p

1009915431672 本館 DF/ﾔ/
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沈まぬ太陽　3-1　　（大活字文庫 184）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.3　21cm　567p

1009915432842 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　3-2　　（大活字文庫 184）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.3　21cm　567p

1009915432843 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　3-3　　（大活字文庫 184）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.3　21cm　483p

1009915432846 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　4-1　　（大活字文庫 186）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.4　21cm　529p

1009915444280 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　4-2　　（大活字文庫 186）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.4　21cm　553p

1009915444281 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　4-3　　（大活字文庫 186）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.4　21cm　573p

1009915444283 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　5-1　　（大活字文庫 188）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.5　21cm　431p

1009915451791 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　5-2　　（大活字文庫 188）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.5　21cm　477p

1009915451796 本館 DF/ﾔ/

沈まぬ太陽　5-3　　（大活字文庫 188）　山崎 豊子／[著]　大
活字　2010.5　21cm　443p

1009915451798 本館 DF/ﾔ/

君を見上げて　上　　（大活字本シリーズ）　山田 太一／著　埼
玉福祉会　2010.5　21cm　285p

1009915459499 本館 DF/ﾔ/

君を見上げて　下　　（大活字本シリーズ）　山田 太一／著　埼
玉福祉会　2010.5　21cm　341p

1009915459500 本館 DF/ﾔ/

深川安楽亭・三十ふり袖　　（大活字文庫 91 山本周五郎傑作
選）　山本 周五郎／[著]　大活字　2005.4　21cm　389p

1009810492481 本館 DF/ﾔ/

ベティさんの庭　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
本 道子／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　201p

1009916112561 本館 DF/ﾔ/

ベティさんの庭　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
本 道子／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p208-478

1009916112562 本館 DF/ﾔ/

ベティさんの庭　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
本 道子／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p486-799

1009916112563 本館 DF/ﾔ/

7／23



前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名ヤ行） 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

ベティさんの庭　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
本 道子／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p806-
1029

1009916112565 本館 DF/ﾔ/

遠くの声を捜して　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 太一／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　211p

1009916112482 本館 DF/ﾔ/

遠くの声を捜して　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 太一／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p214-
386

1009916112485 本館 DF/ﾔ/

遠くの声を捜して　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 太一／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p390-
601

1009916112487 本館 DF/ﾔ/

かげろう忍法帖　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　295p

1009916110111 本館 DF/ﾔ/

かげろう忍法帖　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
p304-552

1009916110112 本館 DF/ﾔ/

かげろう忍法帖　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
p562-859

1009916110113 本館 DF/ﾔ/

かげろう忍法帖　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）
山田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm
p868-1152

1009916110114 本館 DF/ﾔ/

エドの舞踏会　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　313p

1009916110146 本館 DF/ﾔ/

エドの舞踏会　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p321-
592

1009916110147 本館 DF/ﾔ/

エドの舞踏会　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p601-
996

1009916110148 本館 DF/ﾔ/

エドの舞踏会　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1005-
1409

1009916110149 本館 DF/ﾔ/

エドの舞踏会　5　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　山
田 風太郎／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p1417-
1597

1009916110150 本館 DF/ﾔ/

白鷹伝　1　　（誰でも文庫 12）　山本 兼一／[著]　大活字文化
普及協会　2014.5　26cm　272p

1009916289218 本館 DF/ﾔ/

白鷹伝　2　　（誰でも文庫 12）　山本 兼一／[著]　大活字文化
普及協会　2014.5　26cm　248p

1009916289219 本館 DF/ﾔ/
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白鷹伝　3　　（誰でも文庫 12）　山本 兼一／[著]　大活字文化
普及協会　2014.5　26cm　274p

1009916289220 本館 DF/ﾔ/

花明かり　1　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　243p

1009916383208 本館 DF/ﾔ/

花明かり　2　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　242p

1009916383209 本館 DF/ﾔ/

花明かり　3　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　242p

1009916383210 本館 DF/ﾔ/

居酒屋兆治　1　　（誰でも文庫 32）　山口 瞳／[著]　大活字文
化普及協会　2016.2　26cm　202p

1009916478597 本館 DF/ﾔ/

居酒屋兆治　2　　（誰でも文庫 32）　山口 瞳／[著]　大活字文
化普及協会　2016.2　26cm　201p

1009916478598 本館 DF/ﾔ/

修羅走る関ケ原　1　　（誰でも文庫 42）　山本 兼一／[著]　大
活字文化普及協会　2016.9　26cm　297p

1009916511509 本館 DF/ﾔ/

修羅走る関ケ原　2　　（誰でも文庫 42）　山本 兼一／[著]　大
活字文化普及協会　2016.9　26cm　317p

1009916511510 本館 DF/ﾔ/

修羅走る関ケ原　3　　（誰でも文庫 42）　山本 兼一／[著]　大
活字文化普及協会　2016.9　26cm　311p

1009916511511 本館 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　上1　　（誰でも文庫 27）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　254p

1009916478637 本館 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　上2　　（誰でも文庫 27）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　254p

1009916478580 本館 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　上3　　（誰でも文庫 27）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　251p

1009916478581 本館 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　下1　　（誰でも文庫 28）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　302p

1009916478583 本館 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　下2　　（誰でも文庫 28）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　300p

1009916478584 本館 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　下3　　（誰でも文庫 28）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　302p

1009916478585 本館 DF/ﾔ/
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消えた相続人　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼
玉福祉会　2011.5　21cm　339p

1009915557999 本館 DF/ﾔ/

消えた相続人　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼
玉福祉会　2011.5　21cm　344p

1009915558000 本館 DF/ﾔ/

辰巳八景　上　　（大活字本シリーズ）　山本 一力／著　埼玉福
祉会　2011.5　21cm　328p

1009915558009 本館 DF/ﾔ/

辰巳八景　下　　（大活字本シリーズ）　山本 一力／著　埼玉福
祉会　2011.5　21cm　350p

1009915558010 本館 DF/ﾔ/

彦左衛門外記　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　2014.6　21cm　266p

1009916269072 本館 DF/ﾔ/

彦左衛門外記　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著
埼玉福祉会　2014.6　21cm　266p

1009916269073 本館 DF/ﾔ/

花鳥の夢　3　　（誰でも文庫 58）　山本 兼一／[著]　大活字文
化普及協会　2017.1　26cm　337p

1009916588717 本館 DF/ﾔ/

血族　1　　（誰でも文庫 59）　山口 瞳／[著]　大活字文化普及
協会　2017.2　26cm　418p

1009916592724 本館 DF/ﾔ/

血族　2　　（誰でも文庫 59）　山口 瞳／[著]　大活字文化普及
協会　2017.2　26cm　407p

1009916592725 本館 DF/ﾔ/

花鳥の夢　1　　（誰でも文庫 58）　山本 兼一／[著]　大活字文
化普及協会　2017.1　26cm　345p

1009916588715 本館 DF/ﾔ/

花鳥の夢　2　　（誰でも文庫 58）　山本 兼一／[著]　大活字文
化普及協会　2017.1　26cm　289p

1009916588716 本館 DF/ﾔ/

人情裏長屋　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2018.5　21cm　325p

1009916676829 本館 DF/ﾔ/

人情裏長屋　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2018.5　21cm　426p

1009916676830 本館 DF/ﾔ/

おれは清麿　1　　（誰でも文庫 78）　山本 兼一／[著]　大活字
文化普及協会　2018.7　26cm　191p

1009916686729 本館 DF/ﾔ/

おれは清麿　2　　（誰でも文庫 78）　山本 兼一／[著]　大活字
文化普及協会　2018.7　26cm　253p

1009916686732 本館 DF/ﾔ/
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おれは清麿　3　　（誰でも文庫 78）　山本 兼一／[著]　大活字
文化普及協会　2018.7　26cm　233p

1009916686737 本館 DF/ﾔ/

利休にたずねよ　上　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著
埼玉福祉会　2019.11　21cm　292p

1009916813829 本館 DF/ﾔ/

利休にたずねよ　中　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著
埼玉福祉会　2019.11　21cm　320p

1009916813830 本館 DF/ﾔ/

利休にたずねよ　下　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著
埼玉福祉会　2019.11　21cm　307p

1009916813831 本館 DF/ﾔ/

信長死すべし　上　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　293p

1009916944990 本館 DF/ﾔ/

信長死すべし　中　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　300p

1009916944991 本館 DF/ﾔ/

信長死すべし　下　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　292p

1009916944992 本館 DF/ﾔ/

花のれん　上巻　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著　埼玉
福祉会　1985.4　22cm　277p

1006010045431 桂萱 DF/ﾔ/

花のれん　下巻　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著　埼玉
福祉会　1985.4　22cm　298p

1006010045432 桂萱 DF/ﾔ/

火天の城　2　　（大活字文庫 179）　山本 兼一／[著]　大活字
2009.12　21cm　507p

1009915412075 元総社 DF/ﾔ/

火天の城　3　　（大活字文庫 179）　山本 兼一／[著]　大活字
2009.12　21cm　467p

1009915412076 元総社 DF/ﾔ/

火天の城　1　　（大活字文庫 179）　山本 兼一／[著]　大活字
2009.12　21cm　487p

1009915412074 元総社 DF/ﾔ/

消えた相続人　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼
玉福祉会　2011.5　21cm　339p

1009915557999 大胡 DF/ﾔ/

消えた相続人　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼
玉福祉会　2011.5　21cm　344p

1009915558000 大胡 DF/ﾔ/

辰巳八景　上　　（大活字本シリーズ）　山本 一力／著　埼玉福
祉会　2011.5　21cm　328p

1009915558009 総社 DF/ﾔ/

11／23



前橋市立図書館　大活字本リスト（現代日本小説：著者名ヤ行） 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

辰巳八景　下　　（大活字本シリーズ）　山本 一力／著　埼玉福
祉会　2011.5　21cm　350p

1009915558010 総社 DF/ﾔ/

君を見上げて　上　　（大活字本シリーズ）　山田 太一／著　埼
玉福祉会　2010.5　21cm　285p

1009915459499 桂萱 DF/ﾔ/

君を見上げて　下　　（大活字本シリーズ）　山田 太一／著　埼
玉福祉会　2010.5　21cm　341p

1009915459500 桂萱 DF/ﾔ/

異人たちとの夏　　（大活字本シリーズ）　山田 太一／著　埼玉
福祉会　2007.5　21cm　363p

1009910049339 総社 DF/ﾔ/

扇形のアリバイ　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著
埼玉福祉会　2008.5　21cm　427p

1009910150185 桂萱 DF/ﾔ/

扇形のアリバイ　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著
埼玉福祉会　2008.5　21cm　415p

1009910150186 桂萱 DF/ﾔ/

町奉行日記　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2007.11　21cm　432p

1009910096697 総社 DF/ﾔ/

ひとごろし　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2003.11　21cm　261p

1009810396797 大胡 DF/ﾔ/

ひとごろし　中　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2003.11　21cm　221p

1009810396800 大胡 DF/ﾔ/

ひとごろし　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　2003.11　21cm　325p

1009810396802 大胡 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　362p

1009110039463 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　275p

1009110039464 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　252p

1009110039465 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　1 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　370p

1009110039466 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　2 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　330p

1009110039467 総社 DF/ﾔ/
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不毛地帯　2 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　352p

1009110039468 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　2 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　230p

1009110039469 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　2 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　377p

1009110039470 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　319p

1009110039471 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　270p

1009110039472 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　372p

1009110039473 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　3 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　317p

1009110039474 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その1　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　255p

1009110039475 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その2　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　405p

1009110039476 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その3　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　252p

1009110039477 総社 DF/ﾔ/

不毛地帯　4 その4　　（大活字本シリーズ）　山崎 豊子／著
埼玉福祉会　1991.1　22cm　356p

1009110039478 総社 DF/ﾔ/

青雲の鬼　上　　（大活字本シリーズ）　山手 樹一郎／著　埼玉
福祉会　2001.6　22cm　346p

1009810220459 総社 DF/ﾔ/

青雲の鬼　下　　（大活字本シリーズ）　山手 樹一郎／著　埼玉
福祉会　2001.6　22cm　403p

1009810220460 総社 DF/ﾔ/

花の棺　上　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　360p

1009810188135 総社 DF/ﾔ/

花の棺　下　　（大活字本シリーズ）　山村 美紗／著　埼玉福祉
会　2001.1　22cm　362p

1009810188136 総社 DF/ﾔ/
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あんちゃん　上　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1999.10　22cm　273p

1009810110821 大胡 DF/ﾔ/

あんちゃん　中　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1999.10　22cm　233p

1009810110822 大胡 DF/ﾔ/

あんちゃん　下　　（大活字本シリーズ）　山本 周五郎／著　埼
玉福祉会　1999.10　22cm　268p

1009810110823 大胡 DF/ﾔ/

花実の森　上　　（大活字本シリーズ）　保高 みさ子／著　埼玉
福祉会　1999.10　22cm　387p

1009810110826 総社 DF/ﾔ/

花実の森　下　　（大活字本シリーズ）　保高 みさ子／著　埼玉
福祉会　1999.10　22cm　373p

1009810110827 総社 DF/ﾔ/

白鷹伝　1　　（誰でも文庫 12）　山本 兼一／[著]　大活字文化
普及協会　2014.5　26cm　272p

1009916289218 東 DF/ﾔ/

白鷹伝　2　　（誰でも文庫 12）　山本 兼一／[著]　大活字文化
普及協会　2014.5　26cm　248p

1009916289219 東 DF/ﾔ/

白鷹伝　3　　（誰でも文庫 12）　山本 兼一／[著]　大活字文化
普及協会　2014.5　26cm　274p

1009916289220 東 DF/ﾔ/

花明かり　1　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　243p

1009916383208 東 DF/ﾔ/

花明かり　2　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　242p

1009916383209 東 DF/ﾔ/

花明かり　3　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　242p

1009916383210 東 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　上1　　（誰でも文庫 27）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　254p

1009916478637 東 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　上2　　（誰でも文庫 27）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　254p

1009916478580 東 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　上3　　（誰でも文庫 27）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　251p

1009916478581 東 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　下1　　（誰でも文庫 28）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　302p

1009916478583 東 DF/ﾔ/
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命もいらず名もいらず　下2　　（誰でも文庫 28）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　300p

1009916478584 東 DF/ﾔ/

命もいらず名もいらず　下3　　（誰でも文庫 28）　山本 兼一／
[著]　大活字文化普及協会　2016.1　26cm　302p

1009916478585 東 DF/ﾔ/

居酒屋兆治　1　　（誰でも文庫 32）　山口 瞳／[著]　大活字文
化普及協会　2016.2　26cm　202p

1009916478597 東 DF/ﾔ/

居酒屋兆治　2　　（誰でも文庫 32）　山口 瞳／[著]　大活字文
化普及協会　2016.2　26cm　201p

1009916478598 東 DF/ﾔ/

修羅走る関ケ原　3　　（誰でも文庫 42）　山本 兼一／[著]　大
活字文化普及協会　2016.9　26cm　311p

1009916511511 東 DF/ﾔ/

修羅走る関ケ原　2　　（誰でも文庫 42）　山本 兼一／[著]　大
活字文化普及協会　2016.9　26cm　317p

1009916511510 東 DF/ﾔ/

修羅走る関ケ原　1　　（誰でも文庫 42）　山本 兼一／[著]　大
活字文化普及協会　2016.9　26cm　297p

1009916511509 東 DF/ﾔ/

信長死すべし　上　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　293p

1009916944990 永明 DF/ﾔ/

信長死すべし　中　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　300p

1009916944991 永明 DF/ﾔ/

信長死すべし　下　　（大活字本シリーズ）　山本 兼一／著　埼
玉福祉会　2021.5　21cm　292p

1009916944992 永明 DF/ﾔ/

花明かり　1　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　243p

1009916383208 永明 DF/ﾔ/

花明かり　2　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　242p

1009916383209 永明 DF/ﾔ/

花明かり　3　　（誰でも文庫 18 深川駕籠）　山本 一力／[著]
大活字文化普及協会　2015.5　26cm　242p

1009916383210 永明 DF/ﾔ/

仕立屋銀次隠し台帳　上　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治
／著　埼玉福祉会　1989.4　22cm　271p

1008910016758 本館 DF/ﾕ/

仕立屋銀次隠し台帳　下　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治
／著　埼玉福祉会　1989.4　22cm　280p

1008910016759 本館 DF/ﾕ/
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終着駅　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉福祉会
1994.9　22cm　394p

1009410042072 本館 DF/ﾕ/

志ん生一代　1　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉
福祉会　1987　22cm　355p

1006010080038 本館 DF/ﾕ/

志ん生一代　2　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉
福祉会　1987　22cm　399p

1006010080039 本館 DF/ﾕ/

志ん生一代　3　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉
福祉会　1987　22cm　329p

1006010080040 本館 DF/ﾕ/

志ん生一代　4　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉
福祉会　1987　22cm　315p

1006010080041 本館 DF/ﾕ/

暗い落日　上　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉福
祉会　2004.11　21cm　268p

1009810464021 本館 DF/ﾕ/

暗い落日　下　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉福
祉会　2004.11　21cm　273p

1009810464023 本館 DF/ﾕ/

手のひらの砂漠　上　　（大活字本シリーズ）　唯川 恵／著　埼
玉福祉会　2018.11　21cm　411p

1009916723066 本館 DF/ﾕ/

手のひらの砂漠　下　　（大活字本シリーズ）　唯川 恵／著　埼
玉福祉会　2018.11　21cm　322p

1009916723067 本館 DF/ﾕ/

軍旗はためく下に　上巻　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／
著　埼玉福祉会　1985.4　22cm　257p

1006010045433 桂萱 DF/ﾕ/

軍旗はためく下に　下巻　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／
著　埼玉福祉会　1985.4　22cm　236p

1006010045434 桂萱 DF/ﾕ/

暗い落日　上　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉福
祉会　2004.11　21cm　268p

1009810464021 総社 DF/ﾕ/

暗い落日　下　　（大活字本シリーズ）　結城 昌治／著　埼玉福
祉会　2004.11　21cm　273p

1009810464023 総社 DF/ﾕ/

秋の街　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉会
1992.4　22cm　441p

1009210010817 本館 DF/ﾖ/

徳川の夫人たち　中巻　　（Large print booksシリーズ）　吉屋
信子／著　埼玉福祉会　1983.10　31cm　139p

1006010027230 本館 DF/ﾖ/
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徳川の夫人たち　下巻　　（Large print booksシリーズ）　吉屋
信子／著　埼玉福祉会　1983.10　31cm　216p

1008910017385 本館 DF/ﾖ/

徳川の夫人たち　上巻　　（Large print booksシリーズ）　吉屋
信子／著　埼玉福祉会　1983.10　31cm　129p

1008910017386 本館 DF/ﾖ/

ニコライ遭難　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉
福祉会　1998.12　22cm　371p

1009810064632 本館 DF/ﾖ/

ニコライ遭難　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉
福祉会　1998.12　22cm　390p

1009810064633 本館 DF/ﾖ/

西鶴人情橋　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 正一郎／著　埼
玉福祉会　2000.4　22cm　313p

1009810142068 本館 DF/ﾖ/

西鶴人情橋　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 正一郎／著　埼
玉福祉会　2000.4　22cm　302p

1009810142069 本館 DF/ﾖ/

お供え　　（大活字本シリーズ）　吉田 知子／著　埼玉福祉会
2001.6　22cm　348p

1009810220456 本館 DF/ﾖ/

法師蝉　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉会
2002.5　22cm　390p

1009810293817 本館 DF/ﾖ/

家族会議　上　　（大活字本シリーズ）　横光 利一／著　埼玉福
祉会　2003.11　21cm　331p

1009810396790 本館 DF/ﾖ/

家族会議　下　　（大活字本シリーズ）　横光 利一／著　埼玉福
祉会　2003.11　21cm　340p

1009810396793 本館 DF/ﾖ/

朱の丸御用船　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福
祉会　2004.11　21cm　410p

1009810464017 本館 DF/ﾖ/

徳川千姫哀感　　（大活字本シリーズ）　吉田 知子／著　埼玉
福祉会　2004.11　21cm　289p

1009810464031 本館 DF/ﾖ/

影踏み　1　　（大活字文庫 94）　横山 秀夫／[著]　大活字
2005.6　21cm　317p

1009810499523 本館 DF/ﾖ/

影踏み　2　　（大活字文庫 94）　横山 秀夫／[著]　大活字
2005.6　21cm　385p

1009810499524 本館 DF/ﾖ/

影踏み　3　　（大活字文庫 94）　横山 秀夫／[著]　大活字
2005.6　21cm　367p

1009810499527 本館 DF/ﾖ/
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浮かれ三亀松　上　　（大活字本シリーズ）　吉川 潮／著　埼玉
福祉会　2006.5　21cm　295p

1009810565645 本館 DF/ﾖ/

浮かれ三亀松　中　　（大活字本シリーズ）　吉川 潮／著　埼玉
福祉会　2006.5　21cm　300p

1009810565646 本館 DF/ﾖ/

浮かれ三亀松　下　　（大活字本シリーズ）　吉川 潮／著　埼玉
福祉会　2006.5　21cm　287p

1009810565647 本館 DF/ﾖ/

動機　１　　（大活字文庫 １１８）　横山　秀夫／〔著〕　大活字
２００６．１１　２１ｃｍ　３４３ｐ

1009810593621 本館 DF/ﾖ/

動機　２　　（大活字文庫 １１８）　横山　秀夫／〔著〕　大活字
２００６．１１　２１ｃｍ　３３８ｐ

1009810593622 本館 DF/ﾖ/

動機　３　　（大活字文庫 １１８）　横山　秀夫／〔著〕　大活字
２００６．１１　２１ｃｍ　３２９ｐ

1009810593624 本館 DF/ﾖ/

破獄　1　　（大活字文庫 98）　吉村 昭／[著]　大活字　2005.9
21cm　395p

1009810519906 本館 DF/ﾖ/

破獄　2　　（大活字文庫 98）　吉村 昭／[著]　大活字　2005.9
21cm　337p

1009810519907 本館 DF/ﾖ/

破獄　3　　（大活字文庫 98）　吉村 昭／[著]　大活字　2005.9
21cm　333p

1009810519908 本館 DF/ﾖ/

破獄　4　　（大活字文庫 98）　吉村 昭／[著]　大活字　2005.9
21cm　381p

1009810519911 本館 DF/ﾖ/

退屈姫君伝　上　　（大活字本シリーズ）　米村 圭伍／著　埼玉
福祉会　2008.5　21cm　364p

1009910150177 本館 DF/ﾖ/

退屈姫君伝　下　　（大活字本シリーズ）　米村 圭伍／著　埼玉
福祉会　2008.5　21cm　337p

1009910150178 本館 DF/ﾖ/

遠い幻影　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2009.5　21cm　252p

1009910250925 本館 DF/ﾖ/

遠い幻影　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2009.5　21cm　271p

1009910250926 本館 DF/ﾖ/

魚影の群れ　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村
昭／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　247p

1009916112564 本館 DF/ﾖ/
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魚影の群れ　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村
昭／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　p254-499

1009916112566 本館 DF/ﾖ/

魚影の群れ　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村
昭／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　p506-793

1009916112567 本館 DF/ﾖ/

魚影の群れ　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村
昭／著　大活字文化普及協会　2010.3　26cm　p800-1041

1009916112568 本館 DF/ﾖ/

小さな貴婦人　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉
行 理恵／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　222p

1009916112540 本館 DF/ﾖ/

小さな貴婦人　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉
行 理恵／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p230-519

1009916112541 本館 DF/ﾖ/

小さな貴婦人　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉
行 理恵／著　大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p526-669

1009916112543 本館 DF/ﾖ/

羆　1　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村 昭／著
大活字文化普及協会　2010.2　26cm　252p

1009916110199 本館 DF/ﾖ/

羆　2　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村 昭／著
大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p260-489

1009916110200 本館 DF/ﾖ/

羆　3　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村 昭／著
大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p496-679

1009916110201 本館 DF/ﾖ/

羆　4　　（新潮オンデマンドブックス大活字版）　吉村 昭／著
大活字文化普及協会　2010.2　26cm　p686-908

1009916110202 本館 DF/ﾖ/

臨場　1　　（誰でも文庫 22）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2015.11　26cm　199p

1009916452968 本館 DF/ﾖ/

臨場　2　　（誰でも文庫 22）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2015.11　26cm　199p

1009916452969 本館 DF/ﾖ/

臨場　3　　（誰でも文庫 22）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2015.11　26cm　200p

1009916452970 本館 DF/ﾖ/

64　上1　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　345p

1009916530523 本館 DF/ﾖ/

64　上2　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　331p

1009916530524 本館 DF/ﾖ/
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64　下1　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　399p

1009916530525 本館 DF/ﾖ/

64　下2　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　403p

1009916530526 本館 DF/ﾖ/

間宮林蔵　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2012.12　21cm　306p

1009916107764 本館 DF/ﾖ/

間宮林蔵　中　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2012.12　21cm　347p

1009916107766 本館 DF/ﾖ/

間宮林蔵　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2012.12　21cm　312p

1009916107768 本館 DF/ﾖ/

第三の時効　上　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　340p

1009916481484 本館 DF/ﾖ/

第三の時効　下　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　337p

1009916481485 本館 DF/ﾖ/

真相　上　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著　埼玉福祉会
2018.5　21cm　238p

1009916676843 本館 DF/ﾖ/

真相　下　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著　埼玉福祉会
2018.5　21cm　318p

1009916676844 本館 DF/ﾖ/

日曜日たち　　（大活字本シリーズ）　吉田 修一／著　埼玉福
祉会　2018.5　21cm　333p

1009916676838 本館 DF/ﾖ/

暁の旅人　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2018.11　21cm　297p

1009916723063 本館 DF/ﾖ/

暁の旅人　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2018.11　21cm　276p

1009916723064 本館 DF/ﾖ/

横道世之介　上　　（大活字本シリーズ）　吉田 修一／著　埼玉
福祉会　2020.5　21cm　305p

1009916855471 本館 DF/ﾖ/

横道世之介　中　　（大活字本シリーズ）　吉田 修一／著　埼玉
福祉会　2020.5　21cm　287p

1009916855472 本館 DF/ﾖ/

横道世之介　下　　（大活字本シリーズ）　吉田 修一／著　埼玉
福祉会　2020.5　21cm　302p

1009916855473 本館 DF/ﾖ/
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初恋温泉　　（大活字本シリーズ）　吉田 修一／著　埼玉福祉
会　2021.5　21cm　353p

1009916944993 本館 DF/ﾖ/

誉れの赤　上　　（大活字本シリーズ）　吉川 永青／著　埼玉福
祉会　2021.11　21cm　410p

1009916987078 本館 DF/ﾖ/

誉れの赤　下　　（大活字本シリーズ）　吉川 永青／著　埼玉福
祉会　2021.11　21cm　439p

1009916987079 本館 DF/ﾖ/

敵討　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉会
2022.5　21cm　358p

1009917029128 本館 DF/ﾖ/

クライマーズ・ハイ　上　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著
埼玉福祉会　2022.5　21cm　316p

1009917029155 本館 DF/ﾖ/

クライマーズ・ハイ　中　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著
埼玉福祉会　2022.5　21cm　314p

1009917029156 本館 DF/ﾖ/

クライマーズ・ハイ　下　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著
埼玉福祉会　2022.5　21cm　289p

1009917029158 本館 DF/ﾖ/

冬の鷹　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉会
1996.12　22cm　334p

1009710000351 桂萱 DF/ﾖ/

冬の鷹　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉会
1996.12　22cm　383p

1009710000352 桂萱 DF/ﾖ/

遠い幻影　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2009.5　21cm　252p

1009910250925 桂萱 DF/ﾖ/

遠い幻影　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉
会　2009.5　21cm　271p

1009910250926 桂萱 DF/ﾖ/

退屈姫君伝　上　　（大活字本シリーズ）　米村 圭伍／著　埼玉
福祉会　2008.5　21cm　364p

1009910150177 総社 DF/ﾖ/

退屈姫君伝　下　　（大活字本シリーズ）　米村 圭伍／著　埼玉
福祉会　2008.5　21cm　337p

1009910150178 総社 DF/ﾖ/

浮かれ三亀松　上　　（大活字本シリーズ）　吉川 潮／著　埼玉
福祉会　2006.5　21cm　295p

1009810565645 総社 DF/ﾖ/

浮かれ三亀松　中　　（大活字本シリーズ）　吉川 潮／著　埼玉
福祉会　2006.5　21cm　300p

1009810565646 総社 DF/ﾖ/
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浮かれ三亀松　下　　（大活字本シリーズ）　吉川 潮／著　埼玉
福祉会　2006.5　21cm　287p

1009810565647 総社 DF/ﾖ/

家族会議　上　　（大活字本シリーズ）　横光 利一／著　埼玉福
祉会　2003.11　21cm　331p

1009810396790 総社 DF/ﾖ/

家族会議　下　　（大活字本シリーズ）　横光 利一／著　埼玉福
祉会　2003.11　21cm　340p

1009810396793 総社 DF/ﾖ/

法師蝉　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福祉会
2002.5　22cm　390p

1009810293817 総社 DF/ﾖ/

朱の丸御用船　　（大活字本シリーズ）　吉村 昭／著　埼玉福
祉会　2004.11　21cm　410p

1009810464017 総社 DF/ﾖ/

徳川千姫哀感　　（大活字本シリーズ）　吉田 知子／著　埼玉
福祉会　2004.11　21cm　289p

1009810464031 総社 DF/ﾖ/

お供え　　（大活字本シリーズ）　吉田 知子／著　埼玉福祉会
2001.6　22cm　348p

1009810220456 総社 DF/ﾖ/

西鶴人情橋　上　　（大活字本シリーズ）　吉村 正一郎／著　埼
玉福祉会　2000.4　22cm　313p

1009810142068 総社 DF/ﾖ/

西鶴人情橋　下　　（大活字本シリーズ）　吉村 正一郎／著　埼
玉福祉会　2000.4　22cm　302p

1009810142069 総社 DF/ﾖ/

臨場　1　　（誰でも文庫 22）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2015.11　26cm　199p

1009916452968 東 DF/ﾖ/

臨場　2　　（誰でも文庫 22）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2015.11　26cm　199p

1009916452969 東 DF/ﾖ/

64　下2　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　403p

1009916530526 東 DF/ﾖ/

64　下1　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　399p

1009916530525 東 DF/ﾖ/

64　上2　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　331p

1009916530524 東 DF/ﾖ/

64　上1　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　345p

1009916530523 東 DF/ﾖ/
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第三の時効　上　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　340p

1009916481484 東 DF/ﾖ/

第三の時効　下　　（大活字本シリーズ）　横山 秀夫／著　埼玉
福祉会　2016.6　21cm　337p

1009916481485 東 DF/ﾖ/

初恋温泉　　（大活字本シリーズ）　吉田 修一／著　埼玉福祉
会　2021.5　21cm　353p

1009916944993 永明 DF/ﾖ/

64　上1　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　345p

1009916530523 永明 DF/ﾖ/

64　上2　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　331p

1009916530524 永明 DF/ﾖ/

64　下1　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　267p

1009916592709 永明 DF/ﾖ/

64　下2　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　270p

1009916592711 永明 DF/ﾖ/

64　下3　　（誰でも文庫 45）　横山 秀夫／[著]　大活字文化普
及協会　2016.9　26cm　267p

1009916592713 永明 DF/ﾖ/
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