
☆　☆　☆　　凡　　例　　☆　☆　☆

１．このデイジー録音図書目録は、平成１７年１０月から平成１８年３月までのあいだに、
　　熊谷点字図書館に新入した蔵書をまとめたものです。

２．分類は、日本十進分類法（新訂９版）をもとに分類し、児童図書は別記に分類してお
　　ります。

３．記載事項は、分類番号・書名・著訳編者名・収録時間・発行所の順としました。なお、
　　デイジー録音図書は１タイトルにつきＣＤ１枚に収録されております。当館発行のも
　　のに関しては、内容と（　）内にボランティアグループ名・朗読者名を記載しており
    ます。

４．逐次刊行物の記載事項は、形態・タイトル・原本（または発行所）・巻数・受け入れ
　　先の順としました。

☆　☆　☆　　利　用　案　内　　☆　☆　☆

１．利用方法
　　　目の不自由な方で、登録された方は、どなたでもご利用できます。申し込みは、直
　　　接来館していただくか電話または手紙のいずれでも結構です。希望のデイジー録音
　　　図書を郵送致します。県外の方は最寄りの図書館等を通してご利用下さい。

２．プレクストーク及びデイジー録音図書の貸出と期間
　　　プレクストーク
　　　　貸出台数…１人１台（当館の貸出台数は数に限りがあります。すべて貸出し中の
　　　　　　　　　　　　　　場合は予約となります。）
　　　　貸出期間…１ヶ月以内
　　　　貸出方法…直接来館していただくか、電話または手紙のいずれでも連絡していた
　　　　　　　　　だければ郵送致します。ただし郵送の場合、往復料金、利用者負担に
                  なります。

　　　デイジー録音図書
　　　　貸出巻数…原則として１人１回３タイトル以内
　　　　貸出期間…郵送の日を除き、１５日以内

３．開館時間
　　　月曜日～金曜日　　午前９時～午後５時

４．休館日
　　　毎週土、日曜日・祝祭日・１２月２９日～１月３日（年末年始）
　　　

＊貸出延長の場合は電話等でご連絡下さい。

＊貸出のデイジー録音図書は、特定録音物等郵便物として郵送料は無料となっておりま
　す。お気軽にご利用下さい。

＊ご意見、ご希望、お気付きの点がございましたら、ご連絡下さい。
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埼玉県立熊谷点字図書館



一般図書
発　行　所

分類 書　　　名 著 訳 編 者 名 収録時間 （ボランティアグループ）
（朗　読　者　名）

１．哲学・宗教

159 ジローラモのイタリア式 パンツェッタ・ 3時間06分 日本点字図書館
伊達男のなり方 ジローラモ

２．歴史・地理

当　　館
289 老い方、六輔の。 永　六輔 4時間20分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　よく老いることは、独り上手になることです。“生き方の達人”が提案する老い方の極意！

３．社会科学

367 女探偵が教える心ののぞき方山崎　世美子 4時間38分 日本点字図書館

当　　館
370 私の夢　俺の希望 瀬戸内　寂聴 4時間30分 （青　い　鳥）

義家　弘介 （木　村　陽　子）

　さまざまな人々の苦悩と全身全霊で向かい合う２人が、自らの体験とともに「教育」そして
「人生」を熱く語る。僧侶とヤンキー先生の異色対論。

当　　館
391 奪還　第二章 蓮池　透 3時間49分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　「人生」を、返せ。未曾有の国家犯罪「北朝鮮拉致」と闘い続ける著者が、語られなかった
全真相。

―　１　―



４．自然科学・医学

492 秘傳・杉山眞傳流 8時間39分 桜雲会

ジョン・Ｅ・
アプレジャー 当　　館

494 頭蓋仙骨治療 ジョン・Ｄ・ 17時間58分 （青　い　鳥）
プレデヴォーグ （中里　真理子）
目崎　勝一　訳

　頭蓋仙骨治療の唯一の本で、各骨の歪み、治療の仕方についてわかりやすく解説。

498 医者に遠慮する 中原　英臣 4時間57分 日本点字図書館
患者は長生きできない

５．技術・工学・生活科学

590 くらしの中のサイエンス 花王株式会社 編 0時間52分

６．産業

606 ｢万博｣発明発見５０の物語 久島　伸昭 7時間06分 日本点字図書館

７．芸術

当　　館
767 Ｊ－ＰＯＰ時評　 田家　秀樹 7時間59分 （青　い　鳥）

1989～2001 （藤　谷　優　子）

　｢失われた１０年｣と言われる９０年代。この１０年間に生まれた音楽、歌われた音楽を通し
てその時代の空気や若者の風俗、大衆の心理、人々の求めている生活の有り様など反映する様
々な時代性を綴る。

―　２　―



８．言語

当　　館
815 数え方の辞典 飯田　朝子 25時間42分 （青　い　鳥）

（関　口　和　子）

　なんでも｢１個｣｢１つ｣と数えていませんか？日本語の豊かな“数え方文化”に触れる。ジャ
ンル別に数え方の特徴をまとめたカラー口絵や｢助数詞・単位一覧｣も掲載。

９．文学　―　日本文学　―

当　　館
913 哀歌（上） 曽野　綾子 10時間14分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　｢どうしたら人間を失わないでいられますか？｣貧困と飢餓と動乱の大陸、アフリカ。修道女・
鳥飼春奈を通じて、生きることの喜びと悲しみの原点を描く、曽野文学、不滅の金字塔。

当　　館
913 哀歌（下） 曽野　綾子 9時間54分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　｢鳥飼さんは必ず受けた運命を受諾する｣いつ終わるともしれぬ部族虐殺の渦中で、鳥飼春奈
を襲う悲劇。信仰とは何か、本当の愛の意味とは何かを問う、ファン待望の長編小説。

当　　館
913 ＩＣＯ　霧の城 宮部　みゆき 14時間45分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　｢ぼくが君を守る。だから手を離さないで｣頭に角の生えた生贄の少年。鋼鉄の檻で眠る囚わ
れの少女。二人が運命を変えることを、｢霧の城｣は許さない。構想三年。同名コンピューター
ゲームに触発されて、宮部みゆきがすべての情熱を注ぎ込んだ、渾身のエンタテインメント！

当　　館
913 梅咲きぬ 山本　一力 10時間58分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　時代は宝暦年間、深川の老舗料亭「江戸屋」。女将秀弥と娘玉枝の波瀾の人生を描く人情時
代小説。

当　　館
913 おぅねぇすてぃ 宇江佐　真理 7時間02分 （青　い　鳥）

（駒村　はつみ）

　函館、横浜、東京―。文明開化の明治初期を駆け抜けた若い男女の激しくも一途な恋。真実、
あなたに惚れています。

―　３　―



当　　館
913 君たちに明日はない 垣根　涼介 12時間32分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　リストラを専門に請け負う会社に勤めている真介の仕事は、クビ切りの面接官。昨日はメー
カー、今日は銀行、女の子に泣かれ、中年男には殴られる。はっきり言ってエグイ仕事だ。そ
れでもやりがいはあるし、心も身体も相性バッチリの恋人もいる。そして明日は…？笑って唸
って泣かされる、女と男の危ういドラマ！

当　　館
913 口語訳　古事記 三浦　佑之 26時間57分 （青　い　鳥）

（関　口　和　子）

　いま、あざやかに蘇る日本誕生の物語。詳細な注釈、読みやすい語り言葉で綴られた決定版
現代語訳！

当　　館
913 孤宿の人（上） 宮部　みゆき 13時間26分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　それは海うさぎとともにやって来た！讃岐国丸海藩―。この地に幕府の罪人・加賀殿が流さ
れてくることに。海うさぎが飛ぶ夏の嵐の日、加賀殿の所業をなぞるかのように不可解な毒死
や怪異が小藩を襲う…。新境地を招く傑作の誕生！待望の宮部ワールド最新作！

当　　館
913 孤宿の人（下） 宮部　みゆき 13時間50分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　その男は“悪霊”と恐れられた！涸滝の幽閉屋敷に下女として住み込むことになった少女ほ
う―。丸海藩の内紛が起こるなか、“悪霊”と恐れられた男と無垢な少女の魂の触れ合いが…。
哀切の結末。少女ほうの叫びが雷雨を切り裂く！心を揺さぶる感動巨編！

時代小説招待席 当　　館
913 ふりむけば闇 藤 水名子 監修 7時間53分 （青　い　鳥）

（塩　澤　信　子）

　｢勝負｣をテーマに書下ろす、競作時代小説アンソロジー！

時代小説招待席 当　　館
913 しぐれ舟 藤 水名子 監修 8時間34分 （青　い　鳥）

（駒村　はつみ）

　｢恋愛｣をテーマに描く切ないストーリー。競作時代小説アンソロジー！

時代小説招待席 当　　館
913 散りぬる桜 藤 水名子 監修 10時間15分 （青　い　鳥）

（塩　澤　信　子）

　武士道の悲哀を綴る。競作時代小説アンソロジー！

―　４　―



当　　館
913 震度０ 横山　秀夫 11時間43分 （青　い　鳥）

（澄川　まつ江）

　大震災の朝、一人の県警幹部が失踪した。蒸発か？事件か？錯綜する思惑と利害、保身と野
心、激しい内部抗争を背景に、Ｎ県警幹部６人の“密室劇”の幕が開く…。警察小説はここま
で進化した！

当　　館
913 だいこん 山本　一力 16時間08分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　江戸に心から愛されている一膳飯屋がありました。知恵を使い、こころざしを捨てず、ひた
むきに汗を流したおんなの生き方。直木賞作家の魅力あふれる細腕繁盛記。

当　　館
913 魂萌え！ 桐野　夏生 16時間14分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　とことん行きなさい。夫の急死後、世間という荒波を漂流する主婦・敏子。六十歳を前にし
て、惑う心は何処へ？ささやかな＜日常＞の中に豊饒な世界を描き出した桐野夏生の新たな代
表作。

当　　館
913 天使のナイフ 薬丸　岳 10時間06分 （青　い　鳥）

（中里　真理子）

　第５１回江戸川乱歩賞受賞作！殺してやりたかった。でも殺したのは俺じゃない。妻を惨殺
した少年たちが死んでいく。これは天罰か、誰かが仕組んだ罠なのか。「裁かれなかった真実」
と必死に向き合う男を描いた感動作！

ジョエル・
　サーナウ 当　　館

913 ２４　TWENTY　FOUR　Ⅲ ロバート・ 7時間41分 （青　い　鳥）
① 　コクラン 原案 （谷　百　合　子）
小島　由記子

編訳

　今度の恐怖は伝染する！ロサンゼルスにバイオテロ勃発！！ジャックは再び限界を超える！
ますます加速する超人気ドラマ最新第３シーズン小説版、息もつかせぬ第１巻！

ジョエル・
　サーナウ 当　　館

913 ２４　TWENTY　FOUR　Ⅲ ロバート・ 6時間23分 （青　い　鳥）
② 　コクラン 原案 （谷　百　合　子）
小島　由記子

編訳

　バイオテロは終わらない！ジャック、一路メキシコへ。麻薬王との全面対決が始まる！早く
も大きな転換を迎える、大ヒットドラマシリーズ第２巻！

―　５　―



ジョエル・
　サーナウ 当　　館

913 ２４　TWENTY　FOUR　Ⅲ ロバート・ 7時間10分 （青　い　鳥）
③ 　コクラン 原案 （谷　百　合　子）
小島　由記子

編訳

　死のウイルスがロスを襲う！ＣＴＵは感染を食い止められるか？ジャックとニーナ、因縁の
再開！ノンストップドラマシリーズ、さらなる陰謀渦巻く第３巻！

ジョエル・
　サーナウ 当　　館

913 ２４　TWENTY　FOUR　Ⅲ ロバート・ 7時間09分 （青　い　鳥）
④ 　コクラン 原案 （谷　百　合　子）
小島　由記子

編訳

　驚愕相次ぐクライマックス！ロス市内に感染者続々！！ジャックは究極の作戦に出る！超人
気ドラマ第３シーズン小説版、堂々の最終巻！

当　　館
913 日暮らし（上） 宮部　みゆき 9時間39分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　本当のことなんて、どこにあるんだよ？江戸町民のまっとうな日暮らしを翻弄する、大店の
｢お家の事情｣。ぼんくら同心・井筒平四郎と、超美形少年・弓之助が、｢封印された因縁｣を、
いよいよ解きほぐす。早くも｢著者時代小説の最高傑作｣と言われる最新長編、登場！宮部みゆ
きは、｢進化｣する。

当　　館
913 日暮らし（下） 宮部　みゆき 10時間10分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　ねえ叔父上、ここはひとつ、まっさらに戻してかんがえてみてはいかがでしょう？｢過去の嘘
と隠し事｣のめくらましに、迷って悩む平四郎。夜ごとの悪夢でおねしょしても、必死に｢謎｣と
向き合う弓之助。ついに現れる｢真実｣。下町時代小説、佳境！ああ、読み終えるのがもったい
ない。

当　　館
913 容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 9時間16分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　これほど深い愛情に、これまで出会ったことがなかった。いやそもそも、この世に存在する
ことさえ知らなかった。男がどこまで深く女を愛せるのか。どれほど大きな犠牲を払えるのか。
運命の数式。命がけの純愛が生んだ犯罪。

―　６　―



当　　館
913 四つの嘘 大石　静 9時間52分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　ねえ、わたしは何のために生きてるの？あなたは今のままでいいの？女であるがゆえの、滑
さ、醜さ、痛さ、哀しさ、そして強さを、生々しく過激に描ききった、傑作長編小説！

当　　館
914 ピーコとサワコ ピーコ 5時間20分 （青　い　鳥）

阿川　佐和子 （下田　千恵子）

　ピーコ「ねえ、ひと言、言っていい？」サワコ「言わないで、もう、これ以上」口から生ま
れた二人が丁々発止と渡り合う爆笑必至、毒舌満載の初の対談集！

―　７　―



　　　　　　　　　逐次刊行物

形　態 タ　イ　ト　ル 原　　本 巻　数 受　け　入　れ　先
（発　行　所）

月　刊 近畿　川ものがたり ラジオ大阪 2～3 ラジオ大阪
近畿　道ものがたり

月　刊 文藝春秋 文藝春秋 1 ＪＢＳ東京スタジオ

月　刊 フォーサイト 小笹会 1 小笹会

月　刊 情報誌　選択 小笹会 1 小笹会

月　刊 ＮＨＫきょうの健康 日本放送出版協会 1 石川県視覚障害者
情報文化センター

月　刊 小説新潮 新潮社 1 藤沢市点字図書館

月　刊 栄養と料理 女子栄養大学出版部 1 神奈川県ライトセンター

月　刊 日経マネー 日経ホーム出版部 1 神奈川県ライトセンター

４回 明日への声 内閣府 1 （社）日本広報協会
年 政府広報室

年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
ＦＭ

年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
ラジオ第１

年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
ラジオ第２

年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
衛星第１テレビジョン

―　８　―



年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
衛星第２テレビジョン

年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
総合テレビジョン

年　刊 ＮＨＫ放送番組時刻表 日本放送出版協会 1 日本放送出版協会
教育テレビジョン

―　９　―
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