
☆　☆　☆　　凡　　例　　☆　☆　☆

１．この録音図書目録は、平成２１年４月から平成２２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、記号・分類番号・書名・著訳編者名・巻数・収録時間・発行所の順と
　　しました。尚、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．貸出と閲覧
　　　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
　　　　　　　　　（逐次刊行物においてはタイトル数は限定致しません。）
　　　　　　　　　（期間はそれぞれの発行形態によって異なります。　　）

３．プレクストークの貸出と期間
　　　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。

４．開館時間
　　　月曜日～金曜日　　午前９時００分～午後５時

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

＊テープは、必ず巻き取って返却するようお願い致します。

＊貸出延長の場合は電話等でご連絡下さい。

＊貸出の録音図書は、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。



        ☆　☆　☆　　記　号　の　説　明　　☆　☆　☆

　分類番号の前に、２種類の記号を使って下記のように表記してあります。

　　　　　　　無印　：デイジー図書のみ
　　　　　　　　△　：一般ＣＤ図書



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）

０．総記

当　　館
OO2 教養脳を磨く！ 林　望 5時間18分 （青　い　鳥）

茂木　健一郎 （森　　良　枝）

　人生において、何が大切なのか。激動の現代を生き抜くには、何が必要なのか。イギリスで
〈知のカルチャーショック〉を受けた二人が、アクセル全開で縦横無尽に語り尽くす。異質な
二人の語りから生まれた、教養脳の磨き方！

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 2時間23分 （青　い　鳥）

異形のモノに美は宿る 辻　惟雄 （相　田　眞　理）

　マンガと屏風絵と浮世絵を貫く美意識とは？「奇想」をキーワードに、目からウロコの日本
美術の楽しみ方に迫ります。

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 3時間04分 （青　い　鳥）

生命のかたちお見せします 浅島　誠 （松　川　紘　子）

　アクチビン（タンパク質）で、２２の臓器を作ったノーベル賞に一番近い生物学者の研究室
で、生命の神秘に触れる。

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 3時間12分 （青　い　鳥）

宇宙人はどこにいるのか？ 井田　茂 （潟　田　礼　子）

　ここ１０年、ぞくぞくと発見される惑星。水と空気がある地球のような惑星は、宇宙に100
億はある。とすれば……

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 2時間47分 （青　い　鳥）

教授が造ったスーパーカー 清水　浩 （松　川　紘　子）

　最高時速３７０キロ。排気ガスゼロ。エンジン騒音ゼロ。使用エネルギーはガソリン車の４
分の１。究極のエコ・カーに出会う。
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当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 2時間52分 （青　い　鳥）

哲学ということ 野矢　茂樹 （谷　百　合　子）

　「心って何」と聞かれたらどう答えますか？ことばのプロ同士が激突！本気の議論と座禅を
通して、何をつかんだのか？

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 3時間44分 （青　い　鳥）

人間は動物である。しかし… 山岸　俊男 （潟　田　礼　子）

　あなた人間関係、うまくいってますか？いい人が集まっても、いい社会はできません。「本
当の信頼関係とは何か」を徹底的に議論。

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 3時間02分 （青　い　鳥）

人間は失敗作である 遠藤　秀紀 （佐　藤　千恵子）

　美しさは頬骨に宿る。博物館も動物園もエンタテイメントではありません。標本は未来の人
類へと引き継ぐべき知の源である。

当　　館
OO2 爆笑問題のニッポンの教養 爆笑問題 3時間18分 （青　い　鳥）

ロボットに人間を感じる 石黒　浩 （潟　田　礼　子）
とき……

　ロボットはヒトを映す鏡である。ロボットを作ると人間とは何かが見えてくる。なぜアンド
ロイドに愛を覚えてしまうのか？

１．哲学・宗教

当　　館
146 感じない子ども 袰岩　奈々 5時間04分 （青　い　鳥）

こころを扱えない大人 （藤　原　典　子）

　子どもも大人も「感情」を上手に扱えなくなっている。特に怒り、落ち込み、不安といった
ネガティブな気持ちに対応ができない。子どもたちの発する気持ちのＳＯＳにどう答えるか、
大人の感情トラブルをどう解決するか、実践的なこころの扱い方読本である。

147 あなた、このまま死んで 塩川　香世 3時間01分 シルクふぁみりぃ
いっていいのでしょうか

147 第二の人生 塩川　香世 2時間36分 かんぽうサービス
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当　　館
159 断る力 勝間　和代 7時間04分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　人に無理に合わせようとすると、組織もあなたも疲弊する。「自分の軸」を持ち、生産的な
提言や交渉を行なう好循環をつくる変革の書。あなたの人生がドラマティックに変わります。

当　　館
159 女性の品格 坂東　眞理子 4時間48分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　いまや女性の社会進出、活躍が当たり前となった日本社会。本書はビジネスから装い、話し
方、恋愛にいたるまで、女性としての振舞い方を具体的にアドバイス。強く、優しく、美しい
女性になるための６６の法則！

当　　館
159 人生は勉強より 岡野　雅行 4時間39分 （青　い　鳥）

｢世渡り力｣だ！ （降　旗　輝　彦）

　「痛くない注射針」で有名な世界一の職人が、スキルを生かす「世渡り力」の鍛え方を語る。
おいしい情報を手に入れる、人を引き寄せ動かす、自己演出で評価を上げるなど、世渡り力の
具体的なエピソード、発想、ノウハウが満載。

当　　館
188 真乗 ｢真乗｣刊行会 10時間30分 （青　い　鳥）

（萩　原　典　子）

　昭和という激動の時代を生き抜いた仏教者、伊藤真乗。京都の醍醐寺で真言密教を修めたの
ち、現代社会における仏道を探求した彼は、やがて、真如苑を開創し、一宗を興すことになる。
数多くの仏像を自刻し、「昭和の仏師」とも呼ばれた伊藤真乗、その生涯は、人々の心に仏を
刻むものであった。

２．歴史・地理

当　　館
213 わたしたちの郷土　 熊谷市立図書館 6時間04分 （青　い　鳥）

新編　熊谷の歴史 （小　野　宏　子）

　この本を読んでいただくと、今まで知らなかった地区のことがよくわかります。そして、も
っともっと熊谷のことを知ることにより、郷土の歴史がより身近なものになり、郷土を愛する
こころにつながると思います。
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当　　館
281 代表的日本人 内村　鑑三 10時間55分 （青　い　鳥）

（上　原　洋　子）

　西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮上人の意義深い生き方。英語でも日本語で
も読める世界的名著。

当　　館
281 天才たちの流儀 テリー伊藤 4時間06分 （青　い　鳥）

（勝　山　庄　平）

　成功者たちの生き様に人生成功の秘訣は隠されている。自分はもっとやれる。そう信じてい
る人たちに贈るテリー流・いまから実践できる生き方マニュアル。

当　　館
289 全盲先生、泣いて笑って 新井　淑則 5時間42分 （青　い　鳥）

いっぱい生きる （小　川　温　子）

　両目を失明し、絶望の淵に立った中学校教師。家族や周囲の人々に支えられ、奇跡の復活！
見えないからこそ見えた、人生の「本当のこと」。「弱虫でも、どん底でも、必ず夢は叶う」

当　　館
291 クルウゼンシュテウン 羽仁　五郎 訳註 18時間49分 （青　い　鳥）

日本紀行　上巻 （松　本　景　子）

当　　館
291 クルウゼンシュテウン 羽仁　五郎 訳註 11時間13分

日本紀行　下巻 （恵　美　三紀子）

　ロシア遣日使節団レザノフを護衛して、ナデジュダ号で１８０４年に長崎に来航したクルウ
ゼンシュテルンの『世界周航記』のうち日本の部分を全訳、長崎での応援、蝦夷・千島方面の
探検の様子を詳述。

３．社会科学

当　　館
304 溶けゆく日本人 産経新聞取材班 5時間37分 （青　い　鳥）

（小　川　温　子）

　あなたのミーイズムが日本を滅ぼす!!救急車をタクシー代わりに！既婚なのに小遣い「もら
って当然」感謝なし！乱れる性行動「間が持たぬ」と相手かえ！文化財の景観変える恥の刻印
電車は自分の部屋？の自己中心ｅｔｃ．「恥」を忘れた日本人の醜い姿、姿！！
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当　　館
312 総理の辞め方 本田　雅俊 10時間29分 （青　い　鳥）

（勝　山　庄　平）

　気鋭の政治学者が、「散り際」を中心に戦後歴代総理の足跡を語る。首相就任の経緯、生い
立ちと履歴、そして辞任のドラマとその後の人生。「首相はいかに辞めるべきか」「首相の資
質とは何か」を考える上で必読の力作。

当　　館
324 相続と遺言のことなら 石原　豊昭 12時間22分 （青　い　鳥）

この一冊 （佐　藤　千恵子）

　もらえる遺産額がわかり、紛争の解決＆予防にも役立つ！基本知識から紛争の解決法まで、
争いを避けスムーズに相続するためのポイントを全解説。

当　　館
327 これでわかる！裁判員制度 平野　哲郎 5時間25分 （青　い　鳥）

（谷　百　合　子）

　１４０の素朴な疑問Ｑ＆Ａとマンガで、わかりやすく解説！！「お金はもらえるの？」「拘
束時間は？」「どのくらいの確率で選ばれるの？」ｅｔｃ．アナタの良識が刑事裁判の行方を
決める！！

｢未納が増えると年金が破綻 当　　館
330 する」って誰が言った？ 細野　真宏 4時間30分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　いま１番知りたい２大テーマ「サブプライムローン問題」「年金問題」が、知識ゼロでもこ
れ一冊だけで本当に分かる！！！

ロバート・ 当　　館
338 金持ち父さんの金持ちが キヨサキ 9時間00分 （青　い　鳥）

ますます金持ちになる理由 井上　純子　訳 （勝　山　庄　平）

　分散投資をする人は負ける。集中する人が勝つ！Yahoo!ファイナンスの大人気コラムが本に
なりました。

当　　館
368 少女売買 長谷川　まり子 11時間13分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　年間７千人ものネパール人少女が人身売買され、その半数以上がＨＩＶに感染し、死と向か
い合っている……被害者たちと共に歩んだ日本人ボランティア１０年間の全記録。

369 障害者白書　平成２１年版 厚生労働省 8時間37分 日本盲人会連合
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369 先達に学び業績を知る 高橋　實 20時間42分 視覚障害者支援総合センター

378 韓国語点字入門 金　娜英 1時間46分 筑波技術大学

当　　館
379 竹中式マトリクス勉強法 竹中　平蔵 4時間51分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　受験、記憶術、英語・留学、経済、政治、資格取得…１の努力で１０の成果。日本一の学習
法、初公開！！

４．自然科学・医学

440 天文学入門 嶺重　慎 5時間52分 筑波技術大学
髙橋　淳

いつまでも 当　　館
498 「老いない脳」をつくる 石浦　章一 6時間19分 （青　い　鳥）

１０の生活習慣 （森　　良　枝）

　体を使えば脳は活性化する！好きなことをすれば脳は力を発揮する！

498 厚生労働白書 平成２１年版 厚生労働省 8時間49分 日本盲人会連合

マーシー・ 当　　館
498 「脳にいいこと」だけを シャイモフ 6時間12分 （青　い　鳥）

やりなさい！ 茂木　健一郎訳 （潟　田　礼　子）

　この本は保証します。あなたに「もっとポジティブで楽しい人生」を！

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間39分 すこやか食生活協会
第１巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間41分 すこやか食生活協会
第２巻
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498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間46分 すこやか食生活協会
第３巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間31分 すこやか食生活協会
第４巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間46分 すこやか食生活協会
第５巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間32分 すこやか食生活協会
第６巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間28分 すこやか食生活協会
第７巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間35分 すこやか食生活協会
第８巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間39分 すこやか食生活協会
第９巻

498 よりよい食生活に向けて 農林水産省 0時間36分 すこやか食生活協会
第１０巻

５．技術・工学・生活科学

エイミー・Ｂ・ 当　　館
577 完璧な赤 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 15時間50分 （青　い　鳥）

佐藤　桂　訳 （上　原　洋　子）

　｢欲望の色｣をめぐる帝国と密偵と大航海の物語。歴史の影にこの色あり。１６世紀のヨーロ
ッパを狂乱の渦に巻き込んだある染料の物語。

595 資生堂　美容テキスト 資生堂 0時間37分 資生堂
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６．産業

612 平成２０年度　食料・農業・ 農林水産省 0時間47分 すこやか食生活協会
農村白書

当　　館
689 最後のパレード 中村　克 2時間13分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　東京ディズニーランドのキャストだけが知っている涙が止まらない物語。東京ディズニーラ
ンドの開業に携わり、当パークのスーパーバイザーを約１５年間つとめた著者が、キャストた
ちへ丁寧に語り伝えていた「ディズニーランドの心温まる出来事」

７．芸術

当　　館
748 うめ版 新明解国語辞典 0時間59分 （青　い　鳥）

梅　佳代 （谷　百　合　子）

　第３２回木村伊兵衛写真賞受賞、『うめめ』で大ブレイクの梅佳代が、あの新明解国語辞典
とコラボレイト。新境地・「うめ新ワールド」が大展開。

当　　館
764 交響曲の名曲・名盤 宇野　功芳 8時間03分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　ワルター指揮の「四０番」が描くモーツァルトの幻想的な世界。また、クナッパーツブッシ
ュの「第八」にはブルックナーの浄福の境地を聴く。あまたのＣＤの中から音の豊穣・交響曲
の名盤を選りすぐり、それらが作り出す音楽的感動の深さを語る。

当　　館
779 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 3時間01分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　昭和３３年、広島から佐賀の田舎に預けられた８歳の昭宏。そこでは厳しい戦後を７人の子
供を抱えて生き抜いたがばい（すごい）祖母との貧乏生活が待っていた。しかし家にはいつも
笑いが溢れ……。黒柳徹子、ビートたけしも感動した超話題作。
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８．言語

イナカ 当　　館
818 出身地がわかる！ 篠崎　晃一 5時間06分 （青　い　鳥）

気づかない方言 毎日新聞社 （中　里　真理子）

　東京で通じない！場合によっては恥をかく！地方出身者を悩ます「気づかない方言」を最新
調査をもとに初めて集大成。

９．文学 ―　日本文学　―

911 詩集　念ずれば花ひらく 坂村　真民 0時間34分 京都ライトハウス

当　　館
911 俳句脳 茂木　健一郎 5時間10分 （青　い　鳥）

黛　まどか （潟　田　礼　子）

　芭蕉も脳トレをしていた？言葉の不思議な営み。日本人のひらめきの原点は俳句にあり。

当　　館
913 藍染袴お匙帖　風光る 藤原　緋沙子 6時間26分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　藍染橋の袂に診療所を開いている千鶴のもとに身元の分からない白骨が持ち込まれた。二年
前に神隠しにあった小間物屋の徳蔵と思われたが、確たる証はなく困り果てた南町奉行所の同
心、浦島亀之助が助けを求めてきたのだ。千鶴は複顔術を試みるが……。医学館の教授方であ
った父桂東湖の遺志を継いで女医者となった千鶴の活躍。待望の新シリーズ第一弾！

当　　館
913 藍染袴お匙帖　雁渡し 藤原　緋沙子 6時間11分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　押し込み強盗を働いて捕らえられた男が牢内で死んだ。牢医師も務める町医者千鶴の見立て
は、烏頭による毒殺というものであった。南町奉行所同心の浦島亀之助は、千鶴の治療院に出
入りしている御家人の菊池求馬の助けを得て探索をはじめる。医学館で教授方だった父東湖の
遺志を継いで、女医となった千鶴の活躍を描く書き下ろし時代小説、好評シリーズ第二弾！
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当　　館
913 藍染袴お匙帖　父子雲 藤原　緋沙子 5時間45分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　長崎でシーボルトの警護役を務めていた井端進作が、役目の上の不手際で自害した。藍染橋
の袂で治療院を構える桂千鶴は、かつて長崎でシーボルトの薫陶を受ける際、井端にずいぶん
と世話になっていた。折りしも、シーボルト一行が上府することになり……。医学館で教授方
だった父東湖の遺志を継いで、女医となった千鶴の活躍を描く、書き下ろし時代小説好評シリ
ーズ第三弾！

当　　館
913 藍染袴お匙帖　紅い雪 藤原　緋沙子 5時間42分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　女医者千鶴の助手をしているお道の幼馴染み・おふみが、許嫁の松吉に身を売った。真意を
ただそうと、おふみの両親のもとに出向いた千鶴とお道だったが……。医学館の教授方だった
父・桂東湖の遺志を継いで医学の道を志した千鶴の活躍を描く、書き下ろし時代小説シリーズ
第四弾！

当　　館
913 藍染袴お匙帖　漁り火 藤原　緋沙子 6時間14分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　神田川沿いで岡っ引の彌次郎は、足抜けした女郎を折檻死させた女衒の八十助をおっていた
という。前科者の八十助が腕の入れ墨を消すため、町医者の所に表れると踏んだ定中役同心の
小森伝一郎は、助力を求めるため桂治療院を訪れるが……。父の遺志を継ぎ女医者となった桂
千鶴の活躍を描く、好評書き下ろしシリーズ第五弾！

当　　館
913 アマルフィ 真保　裕一 10時間03分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　ローマで日本人少女が誘拐！真相を追い、外交官・黒田がイタリアを駆ける！サスペンスの
名手、真保裕一が書き下ろす、エンターテイメント小説の新境地！

当　　館
913 いかだ満月 山本　一力 11時間30分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　江戸の義賊として名を馳せた鼠小僧次郎吉が獄門になった後、相棒でもあった材木問屋「新
宮屋」の祥吉は、残された次郎吉の妻と息子・大次郎を守ることを誓う。ある大商いをものに
した祥吉は熊野杉の買い付けのために大次郎、川並の建次とともに七日船に乗り、紀州・新宮
へと向かうが……。市井に生きる人々の義理と人情と誇りを描く、傑作時代長篇。
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当　　館
913 生きてこそ 本間　美江 5時間42分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　小説とは「人間を描くものであり、人間と人間との関係を描くもの」…。本書からは、一人
の女性が一つの宿命を負いながらも、そのことにめげることなく、確かに存在し、確かに生き
た、という生の手応えが伝わってくる。

当　　館
913 悼む人 天童　荒太 18時間15分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　聖者なのか、偽善者か？「悼む人」は誰ですか？七年の歳月を費やした著者の最高到達点！
善と悪、生と死が交錯する至高の愛の物語。

当　　館
913 １Ｑ８４　Ｂｏｏｋ１ 村上　春樹 18時間52分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、「そうではな
かったかもしれない」現在の姿だ。最新書下ろし長編小説。

当　　館
913 一朝の夢 梶　よう子 8時間12分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　あれもまた夢の花か。たった一日しか咲かぬ槿花の夢だったのだろうか……朝顔栽培だけが
生きがいの同心・中根興三郎は、宗観という武家と知り合ってから、思いもよらぬ形で「桜田
門外の変」に巻き込まれていく。

当　　館
913 イノセント・ゲリラの祝祭 海堂　尊 10時間04分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　田口・白鳥シリーズ最新刊！厚生労働省をブッつぶせ！医療事故を裁くのはいったい誰なの
か？

当　　館
913 ＩＮ 桐野　夏生 11時間07分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　小説は悪魔ですか。それとも、作家が悪魔ですか？彼は、小説に命を懸ける、と何度も言っ
た。恋愛の「抹殺」を書く小説家の荒涼たる魂の遍路。
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当　　館
913 インターセックス 帚木　蓬生 21時間37分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　「わたしの身体に触れないで」神が創り出した少数派の人間たちの魂の叫び、身体と魂の尊
厳。医学の錯誤を見据える世界初テーマに挑む、衝撃と感動のサスペンス大作。

当　　館
913 運命の人（一） 山崎　豊子 7時間58分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　国家を揺るがす大スクープか取材源の秘匿か……極秘文書を入手した男の懊悩と、予期せぬ
運命の変転。取材・執筆に十年をかけた壮大なドラマが幕を開ける。待望の巨編、ついに刊行

当　　館
913 運命の人（二） 山崎　豊子 8時間07分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　強大な国家権力とジャーナリズムの全面戦争に沸騰する世論。その時、「起訴状」という名
の爆弾が炸裂した。戦後史を問い続ける著者の待望の新作、ついに刊行！家族をも引き裂く悲
劇が……

当　　館
913 運命の人（三） 山崎　豊子 8時間27分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　国家機密は誰のためのものか？密約を追求する弁護団の前に立ちふさがる、強大な権力。記
者生命を失った弓成が見た光景とは……。徹底した取材と執筆に十年をかけた壮大なドラマ、
いよいよ佳境へ。衝撃の逆転裁判！

当　　館
913 運命の人（四） 山崎　豊子 9時間07分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　誇り、家族、一生を賭けるつもりだった仕事。すべてを失った男が彷徨の末、再生への道を
歩き出した時、アメリカから届いた思いがけない報せが真実の扉をこじ開けた。感動の巨編、
ここに完結！

当　　館
913 英雄の書（上） 宮部　みゆき 10時間59分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　あれが獄を破った。戦いが始まる。そこは禁忌の地。邪悪は、何と巧みに人の心に付け入る
のだろうか。宮部みゆきが放つ、戦慄の最新刊。
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当　　館
913 英雄の書（下） 宮部　みゆき 10時間05分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　備えよ。暗黒の世が訪れる。我々は咎人なのだ。私たちの闇と光を圧倒的なイマジネーショ
ンで描き出す、宮部ワールドの最高峰！

当　　館
913 おはぐろとんぼ 宇江佐　真理 7時間26分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　堀の水は、微かに潮の匂いがした。静かな水面を揺らす涙とため息の日々に、ささやかな幸
せが訪れるとき……下町の人情を鮮やかに映す感動の傑作短篇集。

当　　館
913 隠密拝命 稲葉　稔 7時間10分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　前任を殺害した下手人を挙げよ！ぶらり十兵衛こと、本所見廻り同心・深見十兵衛が隠密廻
りを拝命。最初の特命に応えるべく、江戸の町を縦横に駆け巡る。痛快！長編時代小説。

当　　館
913 骸骨ビルの庭（上） 宮本　輝 7時間34分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　住人たちを立ち退かせるため、八木沢省三郎は管理人として骸骨ビルに着任する。そこは、
戦後、二人の青年が子供たちを育てた場所だった。食料にも事欠き、庭で野菜を作りながら、
彼らは命を賭して子供たちと生きた。成人してもなおビルに住み続けるかつての子供たちと、
老いた育ての親。それぞれの人生の軌跡と断ち切れぬ絆が、八木沢の心を動かす。

当　　館
913 骸骨ビルの庭（下） 宮本　輝 7時間33分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　育ての親、阿部轍正は、子供たちの一人、桐田夏美への性的暴行の汚名を着たまま、苦悩の
うちに死んだ。真相を求めて、八木沢は夏美の行方を追う。過去の謎が謎を呼び、秘密は深ま
る。一方、八木沢はビルにもう一度畑を甦らせようと一人耕し始める。そして、小さな命が蕾
をつけるとき、骸骨ビルの本当の意味が明らかになる。

当　　館
913 ガリレオの苦悩 東野　圭吾 9時間37分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　湯川の頭脳に挑戦してくる犯人たち。科学を殺人の道具に使う人間は許さない。絶対に。
「ガリレオ」シリーズ論理の短篇。
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当　　館
913 切羽へ 井上　荒野 4時間56分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　「切羽」とはそれ以上先へは進めない場所。宿命の出会いに揺れる女と男を、緻密な筆に描
ききった哀感あふれる恋愛小説。第１３９回直木賞受賞作！

当　　館
913 禁断のパンダ 拓未　司 10時間57分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　第６回『このミステリーがすごい！』大賞受賞作！新進気鋭の料理人と、人間離れした味覚
を持つ料理評論家が覗き見た闇とは？★★★の美食ミステリー！

当　　館
913 くじら組 山本　一力 12時間18分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　土佐・津呂浦の鯨組がアメリカの蒸気船をいち早く発見。伝え聞いた幕閣から黒船対策のた
め召し出しの声がかかるが、その前に、鯨組には仲間を屠った巨大マッコウクジラ“黒船”と
の死闘が待っていた。江戸時代の勇壮な鯨漁師たちの心意気を今に伝える傑作時代小説！

当　　館
913 黒の狩人（上） 大沢　在昌 9時間54分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　中国人を狙った惨殺事件が続いて発生した。被害者のバラバラ死体に共通するのは意味不明
な「五岳聖山」の刺青だけ。佐江は特命を受け、謎の中国人とコンビを組まされた。警視庁、
公安、そして中国国家安全部。それぞれの威信と国益をかけた戦いがはじまった！

当　　館
913 黒の狩人（下） 大沢　在昌 10時間12分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　中国人殺しは、中国政府による“反政府主義者の処刑”なのか？やがて事件は日中黒社会を
も巻き込んだ大抗争へと発展した！「俺はいつだってカス札だ。だが、カス札にはカス札なり
の意地がある」

当　　館
913 警官の血　上巻 佐々木　譲 12時間10分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　戦後闇市にはじまり、全共闘、そして現代まで、警官三代の人生、昭和から平成の時代の翳、
人々の息づかいを描き切る。「このミステリーがすごい！」２００８年版第１位！警察小説の
最高峰！
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当　　館
913 警官の血　下巻 佐々木　譲 11時間01分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　制服の誇り、傷ついた魂、囁かれる公安情報。息子に引き継がれたホイッスルが鳴る時、父
たちの記憶がよみがえる。「このミステリーがすごい！」２００８年版第１位！三代の運命を
描く大河小説！

当　　館
913 獣の奏者Ⅰ　闘蛇編 上橋　菜穂子 7時間25分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　獣ノ医術師の母と暮らす少女、エリン。ある日、戦闘用の獣である闘蛇が何頭も一度に死に、
その責任を問われた母は処刑されてしまう。孤児となったエリンは蜂飼いのジョウンに助けら
れて暮らすうちに、山中で天を翔ける王獣と出会う。その姿に魅了され、王獣の医術師になろ
うと決心するエリンだったが、そのことが、やがて、王国の運命を左右する立場にエリンを立
たせることに……

当　　館
913 こいしり 畠中　恵 8時間29分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　町名主名代ぶりも板につき、絶妙の玄関捌きがいっそう冴えながらも、淡い想いの行方は皆
目見当つきかねる麻之助。両国の危ないおニイさんたちも活躍するまんまことワールド第二弾。

当　　館
913 告白 湊　かなえ 7時間02分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　愛美は事故で死んだのではありません。このクラスの生徒に殺されたのです。第２９回小説
推理新人賞受賞！第６回本屋大賞受賞！

当　　館
913 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 17時間47分 （青　い　鳥）

（岩　浅　尚　子）

　仙台での凱旋パレード中、突如爆発が起こり新首相が死亡した。同じ頃、元宅配ドライバー
の青柳は、旧友に「大きな謀略に巻き込まれているから逃げろ」と促される。折りしも現れた
警官は、あっさりと拳銃を発砲した。どうやら、首相暗殺犯の濡れ衣を着せられているようだ。
この巨大な陰謀から果たして逃げ切ることはできるのか？

当　　館
913 壺霊（上） 内田　康夫 8時間13分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

光彦の前に、２０年前の祇園祭を脅かした「事件」と、寂光院放火の謎が……。
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当　　館
913 壺霊（下） 内田　康夫 8時間36分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　８００年の時を生き「紫式部」と名付けられた壺に、心奪われる男たちと、その犠牲となり
恨みをのんでさまよう女たち。浅見光彦は１２００年の歴史に潜み闇の呪縛を断ち切れるのか。

当　　館
913 彩雲国物語　 雪乃　紗衣 7時間57分 （青　い　鳥）

緑風は刃のごとく （川　端　圭　子）

　謹慎が解け、ヒラ官吏（冗官）として王城に復帰することになった紅秀麗。しかし彼女を待
っていたのは、「一ヶ月以内にどこかの部署で使われなければクビ」という冗官たちへのキツ
イ解雇宣告だった!!「官吏でありたい！」と頑張る秀麗だったけど、他のダメダメ冗官たちの
面倒まで見るハメになり!?期限付きの難題に、秀麗の底力が炸裂!?新キャラも登場で、ますま
す目が離せない!!超人気シリーズ、第１０弾登場!!

当　　館
913 彩雲国物語　 雪乃　紗衣 8時間06分 （青　い　鳥）

青嵐にゆれる月草 （川　端　圭　子）

　新たな職場・御史台で働き始めた紅秀麗。新米の監察御史として、天才で天敵の美青年・陸
清雅と張り合いながら頑張る秀麗に、大きな仕事が舞い込んだ!!それは、王・劉輝の妃候補と
して命を狙われている、藍家の十三姫の「身代わり」に、後宮に入ることで!?劉輝のお妃問題
に、揺れる秀麗の乙女ゴコロ、そして妹を後宮に入れる事になった藍楸瑛の苦悩の行方は!?清
雅とのライバル関係も過熱気味！目が離せない第１１弾!!

当　　館
913 彩雲国物語　 雪乃　紗衣 9時間06分 （青　い　鳥）

白虹は天をめざす （川　端　圭　子）

　監察御史として、自分なりに歩み始めた秀麗。一方国王の劉輝は、忠誠の証を返上して去っ
た、側近の藍楸瑛を取り戻すため、藍州へ赴くことに！案内役として、後宮に入った藍家の十
三姫を連れ、ひっそりと旅立った劉輝。そして、その後を追うのは秀麗のシゴトで…!?迷える
将軍・楸瑛、王として悩む劉輝、そしてちょっぴり複雑なキモチの秀麗の、それぞれの旅はど
うなる!?疾風怒涛の急展開・シリーズ第１２弾、堂々登場!!

当　　館
913 彩雲国物語　 雪乃　紗衣 8時間51分 （青　い　鳥）

隣の百合は白 （川　端　圭　子）

　年末武術大会の賞品は、アノお方の恋愛指南!?秀麗を振り向かせるため、国王・劉輝が男を
見せる!?それは、少年・卲可が修羅の道を行く理由となった、たった一つのお伽噺。他、悪鬼
巣窟の吏部尚書にして、天つ才を持つ男・紅黎深が、大ボリューム書き下ろしで登場!!妻・百
合姫との数奇なる物語、絳攸との運命の出会い、そして悪夢の青春時代が今ここに!!超豪華外
伝集!!
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当　　館
913 彩雲国物語　 雪乃　紗衣 7時間28分 （青　い　鳥）

黎明に琥珀はきらめく （川　端　圭　子）

　藍州から帰還した監察御史の秀麗に届いた、驚きの報せ。なんと、吏部侍郎の絳攸が投獄さ
れたというのだ！罪状は、侍郎として、尚書・紅黎深の職務怠慢を止められなかったというも
の。そして絳攸を追い詰めたのは、秀麗の天敵である御史・陸清雅。このままでは絳攸が辞め
させられてしまう!!この危機に、彼を弁護するため、立ち上がった秀麗だけど!?いよいよ絳攸
の過去も明らかに!?国民的人気シリーズ待望の第１３弾!!

当　　館
913 刺客請負人 森村　誠一 9時間59分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　許嫁を藩主に奪われ、故郷を追われ江戸に流れ着いた浪人松葉刑部、人呼んで「病葉」刑部。
元禄バブルの時代に、侍の魂を捨てきれない刑部が、その豪剣の腕を買われて始めた稼業は、
刺客請負人！森村流、人情味溢れる時代小説読み切りシリーズ第一弾。

当　　館
913 忍びの国 和田　竜 7時間41分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　織田家と味方を術にかけ、わが伊賀国を攻めさせよ。謀略、合戦、そして純愛。伊賀忍びが
織田軍を打ち破る！『のぼうの城』の超大型新人が放つ第一級の歴史エンターテインメント！

当　　館
913 シューカツ！ 石田　衣良 10時間08分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　仕事も会社も、わからない。でも今、闘うしかないんだ。水越千晴、鷲田大学三年生。仲間
七人で「シューカツプロジェクトチーム」を結成した。目標は全員で、最難関マスコミ合格！

当　　館
913 シー・ラブズ・ユー 小路　幸也 7時間25分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　泣いて、笑って、いろんな愛に気づいたとき……きっと家に帰りたくなる、下町ラブ＆ピー
ス小説。いつだって、誰かが君を愛している。下町で古書店を営む四世代ワケあり大家族が、
古本と共に舞い込む謎を解決します。

当　　館
913 晋平の矢立 山本　一力 6時間08分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　大火に見舞われた江戸を舞台に、蔵のとり壊しを生業とする“伊豆晋”の活躍と、収蔵品に
まつわる因縁話を情たっぷりに描く時代小説。
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当　　館
913 新ロードス島戦記　 水野　良 6時間04分 （青　い　鳥）

序章　炎を継ぐ者 （谷　百　合　子）

　暗黒の島マーモの公王に任命された若き騎士スパーク。彼がそこへ至る道には多くの出会い、
そして別れがあった……。呪われた島ロードスに秘められた数々のドラマが今、始まる！

当　　館
913 新ロードス島戦記　 水野　良 7時間56分 （青　い　鳥）

１　闇の森の魔獣 （谷　百　合　子）

　忌まわしき邪神戦争から一年。“呪われた島”ロードスにもようやく平和が訪れようとして
いた。だが、その南に浮かぶマーモ島だけは、未だ邪悪な炎が……。壮大なスケールで贈る愛
と冒険の物語！待望の新シリーズ、ここに堂々の開幕！

当　　館
913 巣立ち 諸田　玲子 7時間12分 （青　い　鳥）

（浅　賀　千　鶴）

　矢島家の長男、久太郎の嫁となる相手は、珠世の夫に苛酷な影働きを命じ、いまや失脚した
老中水野忠邦に連なる家の出。しかも気性が激しく、「鷹姫さま」と呼ばれる娘だった。珠世
の機転と情愛が「家族」を支える人気シリーズ第五弾！

当　　館
913 砂冥宮 内田　康夫 7時間32分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　文豪・泉鏡花『草迷宮』のモデルになった三浦半島の旧家で、浅見光彦が取材をした老人は、
「金沢へ行く」と言い残して数日後、安宅の関で死体となって発見された。浅見は死の真相に
近づくため、金沢へ向かうが、老人の足跡は意外な場所で途切れていた……ファン待望、浅見
光彦シリーズ最新の書き下ろし長編！

当　　館
913 聖女の救済 東野　圭吾 11時間24分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　男が自宅で毒殺されたとき、離婚を切り出されていたその妻には鉄壁のアリバイがあった。
草薙刑事は美貌の妻に魅かれ、毒物混入方法は不明のまま。湯川が推理した真相は……虚数解。
理論的には考えられても、現実的にはありえない！

当　　館
913 精霊の守り人 上橋　菜穂子 8時間28分 （青　い　鳥）

（川　野　俊　子）

　女ながら、腕のたつ用心棒であるバルサは、新ヨゴ皇国の皇子チャグムの命をすくう。だが、
このチャグム皇子は、ふしぎな運命を背負わされていた。［精霊の守り人］となったチャグム
皇子を追って、ふたつの影が動きはじめバルサは目にみえぬ追手から命がけでチャグムを守る。
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当　　館
913 雪山冥府図 澤田　ふじ子 7時間58分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　心の闇に光を当てる、陰陽師シリーズ最新刊！美しき母に棄てられた絵師の無念！衝撃の結
末が待つ表題作他、京の香りが豊かにただよう全六編！

当　　館
913 千本雨傘 澤田　ふじ子 8時間37分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　凶刃に倒れた銕蔵。彼はなぜ襲われたのか？公事宿の居候にして剣の達人・田村菊太郎が、
異腹弟・銕蔵の因果に迫る表題作ほか全六編を収録。人情時代小説の金字塔、連作百話到達！

当　　館
913 粗茶を一服 山本　一力 7時間14分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　棄捐令による大不況にもびくともしない伊勢屋。その足を掬おうと姦計を巡らす井筒屋を茶
席に招いた真意は何か？表題作など七篇。

当　　館
913 ダブル・ファンタジー 村山　由佳 20時間28分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　「ほかの男と、した？俺のかたちじゃなくなってる」見つめあうのは幻想。交わしあうのは
悦楽……。読者騒然、「週刊文春」史上最強の官能の物語、ついに刊行！

当　　館
913 地の日天の海（上） 内田　康夫 9時間57分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　武家の軛から自由だった秀吉の意外な出自。信長と光秀を結んだ二人の女。乱世の英傑はそ
れぞれの天下をめざす。若き日の天海大僧正が観た信長、光秀、そして秀吉。戦国の謎に新し
い視点で迫る著者初の大河歴史小説！

当　　館
913 地の日天の海（下） 内田　康夫 9時間53分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　四国をめぐる秀吉と光秀の確執。天下を睨む将軍義昭の思惑、そして天海の希い。信長が滅
びたのは歴史の必然だったのか。覇者をも呑み込んだ大いなる叛逆の真相とは。最新の知見を
駆使して描く斬新な人物像とその興亡！

19



当　　館
913 天才絵師と幻の生首 佐藤　雅美 8時間08分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　九つの子が、拾った生首を写生した。その絵を瓦版にして売ったところ江戸中が大騒ぎに。
北の御番所の名誉にかけても生首の主を探せと、またまた無理難題が半次に持ち込まれて……
猟奇的な事件に江戸中が大騒ぎ！人気シリーズ最新刊！

当　　館
913 東京島 桐野　夏生 9時間17分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　３２人が流れ着いた太平洋の涯の島に、女は清子ひとりだけ。いつまで待っても、助けの船
は来ず、いつしか皆は島をトウキョウ島と呼ぶようになる。果たして、ここは地獄か楽園か？
いつか脱出できるのか……。

当　　館
913 東京バンドワゴン 小路　幸也 7時間07分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　おせっかいで、うっとうしくて、面倒くさい。それでも家族、やっぱり家族。ページをめく
れば、うるさいくらいの「おかえり」が待っています。話題沸騰！下町ラブ＆ピース小説！

当　　館
913 どこから行っても遠い町 川上　弘美 8時間05分 （札幌ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ）

（小田中　静　恵）

　かたつむりの殻のような、妙な小屋を屋上に背負った、魚屋「魚春」。みたび別れた元恋人
たちが営む、小料理屋「ぶどう屋」。東京の小さな商店街とそこをゆきかう人びとの平穏な日
々にある、あやうさと幸福。川上文学の真髄を示す連作短篇小説集。

当　　館
913 ぬしさまへ 畠中　恵 6時間52分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　きょうも元気に（？）寝込んでいる、若だんな一太郎の周囲には妖怪がいっぱい。おまけに
難事件もめいっぱい。幼なじみの栄吉の饅頭を食べたご隠居が死んでしまったり、新品の布団
から泣き声が聞こえたり……。でもこんなときこそ冴える若だんなの名推理。ちょっとトボケ
た妖怪たちも手下となって大活躍。ついでに手代の仁吉の意外な想い人まで発覚して、シリー
ズ第二弾、ますます快調。

当　　館
913 バルバラ異界① 萩尾　望都 3時間08分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　西暦２０５２年。他人の夢に入り込むことができる“夢先案内人”の渡会時夫は、ある事件
から７年間眠り続ける少女・十条青羽の夢をさぐる仕事を引き受けることになった。そして、
その夢の中で青羽が幸せに暮らす島の名＜バルバラ＞をキーワードに、思いがけない事実が次
つぎと現れはじめ…!?
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当　　館
913 バルバラ異界② 萩尾　望都 2時間59分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　青羽の夢の世界に再び潜ることになった渡会。その夢の中で青羽が幸せに暮らす島“バルバ
ラ”では、永遠の命を手に入れるための奇妙な儀式が行なわれていた。一方、キリヤの前に現
れた青羽の幻影は、かつて豊かな水をたたえていた＜火星の海＞について語りはじめるが……。

当　　館
913 バルバラ異界③ 萩尾　望都 2時間35分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　渡会の夢調査によると、青羽の夢の中の島“バルバラ”は、１００年後の地球で、火星と戦
争が起きた後の世界であるらしいことがわかったきた。彼は、“バルバラ”の謎を解く鍵が火
星にあると考え、キリヤと菜々実たちとともに遠軽へと向かう。その地で、ヨハネによく似た
老人に遭遇するが……。

当　　館
913 バルバラ異界④ 萩尾　望都 2時間42分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　研究所の近くで青博士（＝エズラ）に会ったキリヤは、彼の一族の秘密や研究データなどが
入ったメモリーチップを受け取る。そして、自分が“本当のキリヤ”ではないことを知ってし
まい…。近未来ＳＦロマン衝撃の最終巻、青羽の夢の中に存在する島“バルバラ”の謎がつい
に明らかに……!!

当　　館
913 美女いくさ 諸田　玲子 16時間45分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　運命の言いなりにはならない！お市の方の末娘・小督。信長ゆずりの烈しさと母似の美貌で
乱世を駆け抜ける！時代小説の常識をくつがえす美姫たち！

当　　館
913 日無坂 安住　洋子 4時間23分 （青　い　鳥）

（木　村　陽　子）

　薬種問屋の主人におさまった父と浅草寺裏の賭場を仕切る息子……。父のようになりたくは
なかった。いや、なれなかった。絶縁と和解を描く傑作時代小説！

当　　館
913 ひゃくはち 早見　和真 8時間25分 （青　い　鳥）

（外　山　洋　子）

　それはボールの縫い目、そして煩悩の数！補欠だからこそゆずれない夢がある！各紙誌絶賛
この夏、甲子園より熱い青春のドラマ！
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当　　館
913 深川にゃんにゃん横丁 宇江佐　真理 7時間02分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　悲しい朝も口惜しい夜も、猫がニャンと鳴けば大丈夫。明日はきっと、いい日になる。下町
長屋の人々をあたたかく描き出す、待望の連作集！

当　　館
913 ふたつめの月 近藤　史恵 6時間42分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　恋も仕事もうまくいかなくったって毎日はすすんでく。フリーター久里子が出会った日常の
事件。誰の何を守るために赤阪老人はあんなことをしたんだろう？

当　　館
913 ほうき星（上） 山本　一力 10時間07分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　天保六年、江戸の夜空にハレー彗星が輝いた夜、この世に生を受けたさち。下町の人情に包
まれて育つ彼女だが、やがて思いがけない運命が訪れて……。どんな苦難のなかでも凛として
生きた娘を描く感動時代長編！

当　　館
913 ほうき星（下） 山本　一力 10時間00分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　受け継いだ才能、託された志、そして恋。さちの小さな心は揺れ惑う。自分を見つめ直すた
め、土佐へと旅立つが……。山本一力が描く江戸人情の頂点！人生を生き抜く勇気が詰まった
初の大河小説！

当　　館
913 マイ・ブルー・ヘブン 小路　幸也 8時間20分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　昭和２０年、全てが失われた終戦直後の東京で奏でられる、愛の歌。華族の娘・咲智子が、
「堀田サチ」になったころのお話。恋しい家こそ、私の青空。温かくて優しい「東京バンドワ
ゴン」の歴史は、ここから始まった！

当　　館
913 水の城 風野　真知雄 8時間55分 （青　い　鳥）

（降　旗　輝　彦）

　「なぜ、こんな城が！」五万余の軍勢を率いる石田光成は、蓮沼に浮かぶ小城を前に歯がみ
した。百を超す支城が次々と陥落する中、なぜか三成が攻略する武蔵・忍城だけが落ちないの
だ。足軽・百姓合わせてたった三千人弱の兵力にもかかわらず……戦国史上類を見ない大攻防
戦！
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当　　館
913 美作の風 今井　絵美子 7時間04分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　人間の誇りを守るため、愛する者を守るため。市井に生きる人々の哀しみと祈りと夢を描き
切った感涙の長編時代小説。

当　　館
913 妻敵にあらず 澤田　ふじ子 7時間50分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　われら四人と一匹は閻魔の使い、悪者を地獄へ送る役目よ……馴染みの居酒屋で老人が忘れ
た風呂敷包み。与惣次たちが仰天したその中身とは？

当　　館
913 亡者の銭 澤田　ふじ子 8時間53分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　弱者を虐げる者には義の鉄槌を！扱かれ、虐め殺された若い石工見習い。幼き魂の悲しき叫
びを聞いた宗徳たちが立ちあがる。闇の仕事師・四人と一匹が今日も行く！

当　　館
913 やる気のない刺客 佐藤　雅美 9時間44分 （青　い　鳥）

（浅　賀　千　鶴）

　元渡世人にして腕利きの町医・宗哲。裏社会の縄張り争いが激しくなって、またも厄介事に
巻き込まれる羽目に…。薬で治せぬは人の業なり！人気シリーズ最新作！

当　　館
913 誘拐児 翔田　寛 11時間04分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　終戦翌年の誘拐事件。身代金受け渡し場所、闇市。犯人確保に失敗。そして十五年後、事件
がふたたび動き出す。人間の非情と情愛を見つめる魂の物語。緊迫の推理。かつてなく切ない
ラスト。圧倒的筆力で描く興奮、そして涙。第５４回江戸川乱歩賞受賞作！

当　　館
913 妖異川中島 西村　京太郎 6時間47分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　武田信玄と上杉謙信、戦国武将を信奉する経営者の寵臣が次々と殺された。死体を直江兼続
の鎧に隠した犯人の意図は何か？直江兼続、十津川警部を走らす！十津川警部が挑む歴史の謎。
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当　　館
913 利休にたずねよ 山本　兼一 11時間00分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　おのれの美学だけで天下人・秀吉と対峙した男・千利休の鮮烈なる恋、そして死。わしが額
ずくのは、美しいものだけだ。第１４０回直木賞受賞作！

当　　館
913 我、言挙げす 宇江佐　真理 7時間01分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　江戸を騒がす凶悪事件に某大名家の姫君失踪、晴れて番方若同心となった不破龍之進は伊三
次や朋輩と共に勇躍、奔走する。一方、お文はお座敷帰りに奇妙な辻占いと出会う……。

当　　館
914 音をたずねて 三宮　麻由子 6時間25分 （青　い　鳥）

（小　川　温　子）

　耳を澄ますと、幸せの音が聞こえる。風鈴職人、ピアノ調律師、時報のお姉さん、寄せ、花
火会場……。幼くして視力を失った著者が、さまざまな「音の原風景」に迫った会心のルポ！

当　　館
914 希望という贈りもの 三宮　麻由子 5時間25分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　静かにこころが動き出す、ヒーリング・エッセイ！光を失った著者がみずみずしい感性で綴
る、豊かで輝きに満ちたメッセージ。

ニッポン放送 当　　館
914 ８０点コロッケ 『上柳昌彦の 3時間26分 （青　い　鳥）

お早うGOOD （小　野　宏　子）
 DAY!』　編

　１００点満点じゃなくて８０点とればいい！涙があふれて心が温かくなる話！感動実話２０
話を収録！

当　　館
914 欲情の作法 渡辺　淳一 5時間13分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　どうして素直に思いを伝えられないのか。ここで問題になってくるのが恋愛をする上での作
法です。男と女の根源的な違い。それを理解すれば、新しい愛がはじまる。実践的最新恋愛講
座！

当　　館
916 愛すれどいのち哀しく 草薙　実 10時間04分 （青　い　鳥）

草薙　紀子 （成　松　スミ子）
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当　　館
916 日本軍「山西残留」 米濱　泰英 14時間49分 （青　い　鳥）

（降　旗　輝　彦）

　戦後、山西省の軍閥に屈した日本軍は、兵士に残留を命じ、共産軍と闘わせた。しかし、帰
国した彼等を待ち受けていたのは「脱走兵」の処遇だった……。日本兵が国共内戦に投入され
た事件を、帰還者のインタビューを基に叙述。

当　　館
916 日本の戦争　ＢＣ級戦犯 田原　総一郎 15時間50分 （青　い　鳥）

６０年目の遺書 田中　日淳　編 （岩　波　ゆり子）

　父母、妻子への最後の言葉。涙なくしては読めない、いわれなき罪を背負わされた英霊たち
の想い。封印されてきた１１８通の遺書を完全初公開！

―　外国文学　―

ショラム・
926 屋根の上のバイオリン弾き アレイヘム 7時間36分 日本点字図書館

南川　貞治　訳

ロアンド・
933 あなたに似た人 ダール 13時間57分 日本点字図書館

田村　隆一　訳

ライマン・
933 オズの魔法使い フランク･ボーム 6時間20分 日本点字図書館

佐藤　高子　訳

Ｐ・Ｄ・
933 女には向かない職業 ジェイムズ 11時間35分 日本点字図書館

小泉　喜美子訳

セシル・Ｓ・
933 海軍士官候補生 フォレスター 11時間52分 日本点字図書館

高橋　泰邦　訳

ティム・
933 川の少年 ボウラー 6時間06分 日本点字図書館

入江　真佐子訳
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レイモンド・
933 キラー・イン・ザ・レイン チャンドラー 14時間17分 日本点字図書館

小鷹信光 他訳

ジャック・
933 ゲイルズバーグの春を愛す フィニィ 8時間20分 日本点字図書館

福島　正実　訳

ジェフリー・
933 獣たちの庭園 ディーヴァー 20時間57分 日本点字図書館

土屋　晃　訳

ジェフリー・ 当　　館
933 スリーピング・ドール ディーヴァー 21時間55分 （青　い　鳥）

池田　真紀子訳 （平　野　洋　子）

　他人をコントロールする天才ダニエル・ペル。カルトを率い、８年前に一家を惨殺したその
男が、大胆かつ緻密な計画で脱走した。巧みに警察の裏をかいて逃走をつづけるペルを追うの
はキャサリン・ダンス。いかなる嘘も見抜く尋問の天才。ペルの脱獄には隠された動機がある
らしかった。やつはどこを目指し、何をやろうとしているのか？ドンデン返しの天才ディーヴ
ァーが生んだ新たなる名探偵。言葉と頭脳を武器に、彼女は悪を撃つ。

ナオミ・ 当　　館
933 テメレア戦記Ⅰ ノヴィク 13時間46分 （青　い　鳥）

那波　かおり訳 （中　里　真理子）

　史実をベースに、海を越え大陸をまたぐドラゴンとその担い手の大活躍を描いた、夢あふれ
る壮大な歴史ファンタジー・シリーズ第１巻！

ナオミ・ 当　　館
933 テメレア戦記Ⅱ ノヴィク 16時間56分 （青　い　鳥）

那波　かおり訳 （中　里　真理子）

　故郷の地、中国は遥か。行く手に待ち受けるのは中国皇帝の謀略か、愛する者との別れか。
壮大な歴史ファンタジー・シリーズ第２弾！

当　　館
933 天使と悪魔（上） ダン・ブラウン 7時間25分 （青　い　鳥）

越前　敏弥　訳 （中　里　真理子）

　ハーヴァード大の図像学者ラングドンはスイスの科学研究所長から電話を受け、ある紋章に
ついての説明を求められる。それは１６世紀に創設された科学者たちの秘密結社“イルミナテ
ィ”の伝説の紋章だった。紋章は男の死体の胸に焼印として押されていたのだという。殺され
た男は、最近極秘のうちに反物質の大量生成に成功した科学者だった。反物質はすでに殺人者
盗まれ、密かにヴァチカンに持ち込まれていた……。
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当　　館
933 天使と悪魔（中） ダン・ブラウン 7時間14分 （青　い　鳥）

越前　敏弥　訳 （中　里　真理子）

　折りしもヴァチカンは新ローマ教皇選挙会の当日。だが、次期教皇候補四人が揃って失踪し
ていた。そこへイルミナティを名乗る人物から電話がかかる。かつて科学者を迫害した教会へ
の復讐のため、教皇候補を一時間に一人ずつ殺していくというのだ。殺人はどこで行なわれる
のか。反物質の隠し場所は。その鍵が１７世紀に書かれた詩に隠されていることに気付いたラ
ングドンは、知力と体力を尽くして、殺人ゲームに挑むが……。

当　　館
933 天使と悪魔（下） ダン・ブラウン 7時間51分 （青　い　鳥）

越前　敏弥　訳 （中　里　真理子）

　ラングドンの懸命の努力も虚しく、教皇候補たちはイルミナティを名乗るテロリストの犠牲
となりつつあった。反物質の行方も依然として不明。さらにテロリストの魔の手は、殺害され
た科学者の娘ヴィットリアにまで迫ろうとしていた。果たしてラングドンに勝機はあるのか。
ついに明らかになるイルミナティの真の目的と、その首謀者。宗教と科学の対立を壮大なスケ
ールで描くタイムリミット・サスペンス、衝撃の結末！！

アルベール・
952 アルベール・カミュⅠ カミュ 3時間33分 日本点字図書館

カリギュラ 岩切　正一郎訳

ベアトリ・
953 ガラスびんの中のお話 ベック 6時間02分 日本点字図書館

川口　恵子　訳

Ｊ．児童図書

当　　館
J908 引退犬　命の物語 沢田　俊子 1時間27分 （青　い　鳥）

（木　村　陽　子）

　盲導犬は、年をとったらどうなるの？４頭の引退犬の、命の感動ノンフィクション！
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　　　　　デイジー録音図書逐次刊行物

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

週　刊 埼玉新聞 埼玉新聞 1 当　　館

週　刊 サンデー毎日 サンデー毎日 1 当　　館

週　刊 週刊新潮 週刊新潮 1 日本ライトハウス
盲人情報文化センター

週　刊 アエラ アエラ 1 八王子市立中央図書館

週　刊 週刊文春 文藝春秋 1 名古屋盲人情報文化
センター

週　刊 週刊朝日 朝日新聞出版 1 視覚障害者総合支援
センターちば

週　刊 週刊現代 週刊現代 1 神奈川ライトセンター

週　刊 選定図書週報 週間読書人 1 神奈川ライトセンター

隔週刊 オレンジページ オレンジページ 1 石川県視覚障害者情報
文化センター

月３回 社説 朝日・読売・毎日 1 当　　館
日経・産経

月　刊 文藝春秋 文藝春秋 1 ＪＢＳ東京スタジオ

月　刊 情報誌　選択 選択 1 東京ヘレンケラー協会

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 栄養と料理 1 神奈川県ライトセンター
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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

月　刊 医道の日本 医道の日本社 1 名古屋盲人情報文化
センター

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 週刊ベースボール ベースボール・ 1 袋井市立図書館
マガジン社

月　刊 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ出版 1 埼玉県盲人福祉ホーム
センター 埼玉県点字図書館

月　刊 日経サイエンス 日経サイエンス 1 声の奉仕会　マリア文庫

月　刊 日経パソコン 日経ＢＰ出版 1 日本ライトハウス
センター 盲人情報文化センター

月　刊 暮しの手帖 暮しの手帖社 1 山梨ライトセンター

月　刊 壮　快 壮　快 1 当　　館

月　刊 旅行読売 旅行読売 1 神奈川ライトセンター

月　刊 婦人公論 婦人公論 1 視覚障害者生活情報
センターぎふ

月　刊 小説現代 小説現代 1 名古屋盲人情報
文化センター

月　刊 角川短歌 角川書店 1 大分県点字図書館

月　刊 小説すばる 集英社 1 島根ライトハウス

月　刊 ランナーズ ランナーズ 1 多摩市立永山図書館

月　刊 にってんデイジー 日本点字図書館 1 日本点字図書館
マガジン
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月　刊 毎日新聞余禄 毎日新聞社 1 延岡ライトハウス
点字図書館

月　刊 ふくしさいたま (社福）埼玉県社会 1 埼玉県社会福祉
福祉協議会 協議会

月　刊 ＮＨＫラジオ深夜便 日本放送出版協会 1 函館点字図書館

月　刊 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 1 福井県視覚障害者福祉
協会情報提供センター

月　刊 中央公論 中央公論新社 1 読売ボランティア
センター朗読グループ

月　刊 風林火山 風林火山 1 山梨ライトハウス

月　刊 婦人の友 婦人の友 1 山梨ライトハウス

月　刊 Ｐ　Ｈ　Ｐ Ｐ　Ｈ　Ｐ 1 ＰＨＰ研究所

月　刊 ニュートン ニュートン 1 大田区立馬込図書館

月　刊 理学療法ジャーナル 理学療法ジャーナル 1 兵庫県点字図書館

月　刊 三療の友 三療の友 1 丹後障害者点字図書館

月　刊 総合リハビリテーション 総合リハビリテーション 1 大田区立蒲田駅前図書館

月　刊 小説　宝石 小説　宝石 1 東京ＹＷＣＡ朗読ボランティア

月　刊 オール読み物 オール読み物 1 日本ライトハウス
盲人情報文化センター

月　刊 週刊ポスト 週刊ポスト 1 福井県視力障害者福祉
　　　協会点字図書館

月　刊 ジュン　アエラ ジュン　アエラ 1 神奈川県ライトセンター
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月２回 ナンバー ナンバー 1 神奈川ライトセンター

月２回 フライデー フライデー 1 茨城県立点字図書館

月２回 女性自身 女性自身 1 島根県西部視覚障害者
　　　情報センター

月２回 朝日医学情報 朝日新聞 1 西宮市視覚障害者図書館

隔月刊 マイ詩集 マイ詩集 1 神奈川ライトセンター

隔月刊 声の広報　厚生 厚生労働省 1 日本盲人会連合

☆
隔月刊 明日への声 内閣府 1 （社）日本広報協会

政府広報室

季　刊 理療 理療 1 埼玉県立久喜図書館

季　刊 ジャールニュース 日本アマチュア 1 神奈川ライトセンター
無線連盟

季　刊 おしゃれなひととき 資生堂コンシュー 1 資生堂
マーズセンター

季　刊 中医臨床 東洋学術出版社 1 神奈川県ライトセンター

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

年　刊 花王ボイスガイド 花王株式会社 1 花王株式会社

不定期 そよ風のように そよ風のように 1 神奈川県ライトセンター
　　　　街に出よう 　　街に出よう

年８回 東京くらしねっと 東　京　都 1 日本点字図書館
消費者センター
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