
☆　☆　☆　　凡　　例　　☆　☆　☆

１．この録音図書目録は、平成２３年４月から平成２４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・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）

１．哲学・宗教

当　　館
159 考えすぎない 本多　時生 4時間46分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　人間関係に悩んでくよくよしたり、些細な出来事にイライラしたり。そんなあなたは“考え
すぎ”ではないですか？何が正しいか間違っているか、どちらが良いか悪いかではなく「自分
の心の平穏のためにはどう考えるのがいいか」を教えてくれる、“もっと楽に生きる”ための
指南本。

当　　館
159 奇蹟は自分で起こす 鈴木　秀子 5時間24分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　あなたは今日から変わります。たった１ミリだけでいいのです。心と体を広げてみてくださ
い。あなたと、あなたのまわりの人が必ず幸せになります。では、２５のミラクルステップを
どうぞ！

当　　館
159 自分を変える 佐藤　富雄 5時間09分 （青　い　鳥）

魔法の「口ぐせ」 （小　野　宏　子）

　よい結果を望むなら、よい言葉を使いなさい。どんなときでも「これでよかった」でうまく
いく。夢をかなえ、幸せをよぶ口ぐせのいろいろを紹介。

当　　館
159 名将名君に学ぶ　 童門　冬二 6時間09分 （青　い　鳥）

上司の心得 （藤　原　典　子）

　「上司は強くなければ信頼されない。上司は優しくなければ資格がない」。これが、著者の
考える、「理想的な上司像」である。本書では、このモノサシを基準とし、それを戦国武将や
江戸時代の大名などの発言の中から探し出し、参考に供している。

当　　館
160 池上彰の宗教が 池上　彰 7時間49分 （青　い　鳥）

わかれば世界が見える （森　　良　枝）

　人はなぜ宗教を求めるのか？日本人は「無宗教」なのか？スピリチュアルブームの正体は？
仏教、キリスト教、イスラム教の３大宗教から、神道、ユダヤ教まで、７人の賢人と池上さん
が読み解いた。世界を正しく理解するために必要なエッセンスがこの一冊に。
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当　　館
188 親鸞 笠原　一男 8時間37分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　法然の思想を継承しつつ、独自の境地を切り開いた真宗の開祖親鸞。その思想の究極は、悪
人優先の救い、煩悩具足のままの救い、この世とあの世における平等、の現世における実現に
ほかならない。時の権力や既存宗教による度重なる迫害、越後への配流、東国移住、実子善鸞
の義絶等々、求道者ゆえ、布教者ゆえの波瀾にみちた親鸞の生涯とその思想を、真宗研究の第
一人者があざやかに描いた書き下ろし。

２．歴史・地理

当　　館
210 検証　戦争責任Ⅱ 読売新聞戦争 13時間36分 （青　い　鳥）

責任検証委員会 （森　　良　枝）

　日中戦争から太平洋戦争に戦線拡大する日本。行く手にアメリカが待ち受け、原爆投下、東
京裁判が立ちはだかった。戦後の戦争検証が進む中で、日本人は戦争責任を具体的にどう捉え
てきたのか。 

289 相沢忠洋　「岩宿」の発見 相沢　忠洋 7時間58分 日本点字図書館
幻の旧石器を求めて

289 石垣綾子　私の爪あと 石垣　綾子 7時間49分 日本点字図書館

289 石橋湛山　湛山回想 石橋　湛山 13時間57分 日本点字図書館

289 岩波茂雄　茂雄遺文抄 岩波　茂雄 5時間28分 日本点字図書館

289 樫山純三　走れオンワード 樫山　純三 5時間24分 日本点字図書館

鴨居羊子　私は驢馬に
289 乗って下着を売りに 鴨居　羊子 10時間28分 日本点字図書館

ゆきたい

289 正力松太郎　悪戦苦闘 正力　松太郎 5時間41分 日本点字図書館
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289 徳川幹子　わたしは 徳川　幹子 6時間03分 日本点字図書館
ロビンソン・クルーソー

289 徳川夢声　放送話術二十七年 徳川　夢声 8時間07分 日本点字図書館

289 羽仁もと子　半生を語る 羽仁　もと子 5時間03分 日本点字図書館

289 藤原道子　ひとすじの 藤原　道子 9時間16分 日本点字図書館
道に生きる

289 丸岡秀子　ひとつの 丸岡　秀子 5時間52分 日本点字図書館
真実に生きて

289 宮崎滔天　三十三年の夢 宮崎　滔天 11時間05分 日本点字図書館

289 吉岡弥生　吉岡弥生伝 吉岡　弥生 13時間06分 日本点字図書館

289 吉野作造　閑談の閑談〈抄〉 吉野　作造 7時間51分 日本点字図書館

☆
291 見ないで楽しむ京の旅 京都市保健 0時間35分 京都市保健福祉局

福祉局　編

３．社会科学

当　　館
302 脱北、逃避行 野口　孝行 18時間23分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　成功。挫折。そして、投獄。中国公安当局の監視を潜り抜け、北朝鮮難民をベトナム国境か
ら逃がす。日本人青年と脱北者の緊迫の逃避行が始まった。
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当　　館
304 先送りできない日本 池上　彰 4時間43分 （青　い　鳥）

（田　部　井　猛）

　東日本大震災後、緊急刊行!!　いろいろな面で行き詰まっていた日本、しかし、震災を機に
課題の先送りは許されなくなった。私たちはいま何を考え、何を解決していくべきか。復興の
ための真摯な提言！

マイケル・
311 これからの「正義」の サンデル 17時間02分 日本点字図書館

話をしよう 鬼沢　忍　訳

当　　館
312 池上彰と学ぶ日本の総理１ 3時間11分 （青　い　鳥）

吉田　茂 （森　　良　枝）

　戦後のワンマン宰相。いまの日本の基礎を築いた人です。

当　　館
317 官僚の責任 古賀　茂明 6時間03分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　辞職を迫られた改革派官僚“覚悟の証言”優秀なはずの人間たちが、なぜ堕落するのか。
ムダな規制、ムダな予算、ムダな団体･･･はっきり言う。霞ヶ関は「人材の墓場」だ！

☆
364 日本年金機構　マニュアル 日本年金機構 1時間00分 日本年金機構

レポート２０１０

当　　館
367 老いの才覚 曽野　綾子 4時間35分 （青　い　鳥）

（井戸川　真佐子）
　
　年の取り方を知らない老人が急増してきた！超高齢化の時代を迎える今、わがままな年寄こ
そ大問題。自立した老人になり人生を面白く生きるための７つの才覚の持ち方。

当　　館
369 危険から身を守る本 山谷　茉樹 3時間56分 （青　い　鳥）

自然災害編 （小　野　宏　子）

　あっ、あぶない！この一冊が生死を分ける。大地震発生…さあ、どうする？雷・ゲリラ豪雨・
台風・崖崩れ・竜巻・避難生活…さあ、どうする？

369 障害者白書　平成２３年版 厚生労働省 8時間43分 日本盲人会連合
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369 防災対策マニュアル 日本盲人社会 5時間09分 視覚障害者総合支援
福祉施設協議会 センターちば

当　　館
370 現代語訳　学問のすすめ 福澤　諭吉 7時間00分 （青　い　鳥）

齋藤　孝　訳 （潟　田　礼　子）

　明治に刊行された全１７編の合計が３４０万部の名著。日本最強のビジネス書！福澤諭吉の
言葉が時代を超えてあなたを変える！齋藤孝による読み易い現代語訳いまにいかすための解説
つき！

当　　館
377 おにぎりはどの角から 吉野　椰枝子 3時間08分 （青　い　鳥）

食べるのがマナーですか？ （岩　波　ゆり子）

　ホームステイ外国人のニッポンびっくり体験！異文化体験９４連発！

378 六点漢字入門講座 ＪＢＳ日本 16時間06分 ＪＢＳ日本福祉放送
福祉放送

４．自然科学・医学

404 猿橋勝子　 猿橋　勝子 8時間33分 日本点字図書館
女性科学者として

アンソニー・
バーグ

489 ライオンのクリスチャン ジョン・ 4時間34分 日本点字図書館
レンダル

西竹　徹　訳

当　　館
493 血糖値を下げる本 浅野　次義 8時間25分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　血糖値について知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説し、さらに、血糖値を下げるた
めに効果のある食品と栄養成分、運動のしかた、日常生活の改善など、７０の方法を、最新の
データに基づいて具体的に紹介。症状がなくても、高血糖を放置していると危険です！
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498 厚生労働白書 厚生労働省 8時間39分 日本盲人会連合
平成２３年版

当　　館
498 病気にならない 新谷　弘美 4時間25分 （青　い　鳥）

腸もみ健康法 砂沢　佚枝 （小　野　宏　子）

　１日たった５分！若返る、キレイになる、元気になる！！「腸は体の中心にある、健康に生
きるうえで最も重要な器官です」

５．技術・工学・生活科学

チェルノブイリ
543 原発事故自己防災マニュアル 25周年救援企画 0時間28分 視覚障害者生活情報

in名古屋実行 センターぎふ
委員会

６．産業

611 平成２２年度　食料・農業 農林水産省 0時間51分 農林水産省大臣官房政策課
農村白書

当　　館
687 風にそよぐ墓標 門田　隆将 10時間18分 （青　い　鳥）

（降　旗　輝　彦）

　男たちは、なぜ語らなかったのか。彼らが胸の内を吐露し始めるまで四半世紀の歳月が必要
だった・・・。遺族たちが辿った不屈の物語。人生に悩み、くじけそうになった人々に贈る感
動のノンフィクション！

７．芸術

723 岡本太郎　 岡本　太郎 7時間38分 日本点字図書館
挑む／夢と誓い〈抄）

723 東郷青児　他言無用 東郷　青児 8時間28分 日本点字図書館
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726 手塚治虫　僕はマンガ家 手塚　治虫 7時間34分 日本点字図書館

762 藤原義江　流転七十五年 藤原　義江 10時間02分 日本点字図書館
オペラと恋の半生

767 古賀政男　 古賀　政男 5時間50分 日本点字図書館
歌はわが友わが心

772 森繁久彌　 森繁　久彌 6時間32分 日本点字図書館
隙間からスキマへ

779 石田天海　奇術五十年 石田　天海 5時間32分 日本点字図書館

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間11分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第一巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間11分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第二巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間08分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第三巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間05分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第四巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 0時間57分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第五巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間08分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第六巻
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☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間00分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第七巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間08分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第八巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間07分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第九巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 1時間11分 日本コロンビア

落語CD-BOX　第十巻

☆
779 立川談志　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾍﾞｽﾄ 立川　談志 0時間51分 日本コロンビア

落語CD-BOX　特典盤

☆
779 落語名演ガイド集 0時間54分 コロンビアミュージック

古今亭志ん生

☆
779 落語名演ガイド集 0時間57分 コロンビアミュージック

三遊亭圓生

☆
779 落語名演ガイド集 1時間02分 コロンビアミュージック

桂文楽　桂三木助

☆
779 落語名演ガイド集 0時間50分 コロンビアミュージック

三遊亭金馬

☆
779 落語名演ガイド集 0時間52分 コロンビアミュージック

林家正蔵　古今亭今輔

☆
779 落語名演ガイド集 1時間06分 コロンビアミュージック

金原亭馬生
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☆
779 落語名演ガイド集 0時間51分 コロンビアミュージック

春風亭柳朝　三遊亭小園遊

☆
779 落語名演ガイド集 0時間59分 コロンビアミュージック

柳家小さん

☆
落語名演ガイド集

779 三遊亭歌奴　柳亭痴楽 1時間04分 コロンビアミュージック
春風亭柳昇　桂米丸

☆
779 落語名人会　古今亭志ん生 0時間50分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭円生 0時間37分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭円楽 1時間00分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　桂歌丸 0時間41分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　桂文治 0時間46分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三笑亭夢楽 0時間40分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　桂米丸 0時間28分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　柳亭痴楽 0時間27分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　金原亭馬生 0時間29分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　春風亭柳好 0時間36分 ＡＲＣ
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☆
779 落語名人会　春風亭柳昇 0時間31分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭小円馬 0時間31分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭金馬 0時間45分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　古今亭今輔 0時間51分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭円馬 0時間30分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭円遊 0時間34分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　春風亭柳朝 0時間28分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　三遊亭円右 0時間31分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　春風亭柳橋 0時間52分 ＡＲＣ

☆
779 落語名人会　雷門助六 0時間42分 ＡＲＣ

723 中村寅吉　栄光のゴルフ 中村　寅吉 6時間46分 日本点字図書館

当　　館
796 大局観 羽生　善治 4時間42分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　年齢を重ねるごとに強くなる「大局観」の極意を公開。60歳、70歳でも進化する勝負の法則、
直感力・決断力・集中力を極める。
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８．言語

当　　館
810 その日本語、 池上　彰 4時間40分 （青　い　鳥）

伝わっていますか？ （松　崎　佐知子）

　池上さんの説明はなぜこんなにわかりやすいの？その秘密は、放送現場で培われた日本語力
にありました。「週刊こどもニュース」で11年、子どもにも伝わる表現を毎回必死で探したり、
正しく報道したのにクレームが寄せられてびっくりした経験も。そんな泣き笑いのエピソード
をまじえながら、日本語の面白さや特徴を説明していきます。 

当　　館
810 日本語教室 井上　ひさし 4時間44分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　「日本語とは精神そのもの。一人一人の日本語を磨くことでしか、未来は開かれない」――
母校・上智大学で行われた伝説の連続講義を完全再現。日本語を生きるこれからの私たちへ、
“やさしく、ふかく、おもしろい”最後の言葉。

当　　館
812 答えられそうで 出口　宗和 6時間50分 （青　い　鳥）

答えられない語源 （小　川　温　子）

　日常的に使っていながら語彙・語源については説明することができない言葉を約600語集め、
クイズ形式でわかりやすく解説。

９．文学 ―　日本文学　―

911 詩集　宇宙のまなざし 坂村　真民 0時間18分 京都ライトハウス

当　　館
911 荘厳なる詩祭 松永　伍一 9時間27分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

当　　館
911 くじけないで 柴田　トヨ 1時間36分 （青　い　鳥）

（井戸川　真佐子）

　「人生いつだってこれから」９８歳の詩人、トヨさんがつむぎ出すみずみずしい言葉の数々。
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当　　館
912 組曲虐殺 井上　ひさし 3時間54分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　闇があるから光がある！絶望から希望への橋渡しのために書いた、生きた！作家・小林多喜
二とそれをめぐる人々の物語。井上ひさし最期の傑作戯曲！

当　　館
913 謹訳　源氏物語　三 林　望 11時間01分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　源氏二十六歳、京を後に須磨の侘び住まいへ。波瀾万丈の第三巻！

当　　館
913 謹訳　源氏物語　四 林　望 12時間03分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　三十代となった源氏。最愛の藤壺の死を経て、豪華絢爛たる栄華の日々が訪れる・・・。
待望の第四巻！

当　　館
913 謹訳　源氏物語　五 林　望 12時間01分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　邸宅「六条院」の絢爛たる四季と夕顔の忘れ形見、玉鬘をめぐる男女の人間模様・・・。
源氏三十六歳、華やぎの日々。

当　　館
913 謹訳　源氏物語　六 林　望 11時間58分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　四十の賀を盛大に祝う源氏。朱雀院の皇女三の宮が正室として降嫁し、紫上の苦悩が始まる。
悲劇への幕が開いた・・・。

当　　館
913 藍染袴お匙帖　恋指南 藤原　緋沙子 6時間12分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　牢医師を務める千鶴は、子殺しの罪で小伝馬町の牢に入っているお勝から、娑婆に一人残し
てきた娘の暮らしぶりを見てきてほしいと懇願された。御法度と知りつつも、千鶴がお勝の娘
を捜し始めようとした矢先、馬喰町で味噌醤油屋を営む大崎屋平兵衛の倅、源八の水死体があ
がり…。父の遺志を継いで女医となった桂千鶴の活躍が冴える好評シリーズ第六弾！
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当　　館
913 藍染袴お匙帖　月の雫 藤原　緋沙子 5時間12分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　軽微な罪で入牢していたおまちという女が、娑婆に出てまもなく、本所堅川の土手で無残な
遺体となって見つかった。検死に立ち会った女医千鶴は、堅川土手では咲いていない一輪の白
梅をおまちの遺体から発見する。さらには草履の底に星のような白い砂が付着していた。医学
館の教授方であった父の遺志を継いで、女医となった千鶴の活躍を描く好評シリーズ第八弾！

当　　館
913 あんじゅう 宮部　みゆき 17時間58分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　三島屋の行儀見習い、おちかのもとにやってくるお客さまは、みんな胸の内に「不思議」を
しまっているのです。ほっこり温かく、ちょっと奇妙で、ぞおっと怖い、百物語のはじまり、
はじまり。

当　　館
913 あんちゃん 北原　亞以子 6時間24分 （青　い　鳥）

（浅　賀　千　鶴）

　江戸の空の下で再会した兄と弟。金儲けに明け暮れた弟に兄が振り上げたこぶしの真意とは。
兄弟の深い絆、男女の運命の糸。

当　　館
913 Ｎのために 湊　かなえ 7時間59分 （青　い　鳥）

（松　川　紘　子）

　瀬戸内の島の東屋で、ビルの窓掃除のゴンドラの上で、古いアパートの一室で、わたしは、
「Ｎ」を守ることを決意した……あれから十年、あの事件の真相はなんだったのだろう？すご
みを増す筆致で、様々な「愛」の形を描く、著者渾身の連作長編！『告白』『少女』『贖罪』
に続く、新たなるステージ！

当　　館
913 炎天の雪（上） 諸田　玲子 13時間49分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　駆け落ちをして夫婦になった細工人の白金屋与左衛門と武家の娘、多美。そして加賀騒動の
生き残り鳥屋佐七。宝暦の世、苛酷な運命に巻き込まれた男と女の、熱く激しく切ない物語。

当　　館
913 炎天の雪（下） 諸田　玲子 14時間01分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　凶作続きの不安な世情、追い打ちをかける大火。史上名高い加賀騒動と世を騒がせた大盗賊、
ふたつの事件が絡みあい、重なり合う。炎のるつぼのような城下で織りなす男と女の数奇な物
語。
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当　　館
913 往復書簡 湊　かなえ 7時間42分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　この手紙が、あなたへ届きますように。手紙だからつける嘘。手紙だから許せる罪。手紙だ
からできる告白。「あのこと」の真相が、封筒から零れ出す。気鋭の著者の真骨頂。書簡のみ
で綴られた連作ミステリ。

当　　館
913 オー！ファーザー 伊坂　幸太郎 13時間05分 （青　い　鳥）

（谷　百　合　子）

　みんな、俺の話を聞いたら尊敬したくなるよ。我が家は、六人家族で大変なんだ。そんなの
は珍しくない？いや、そうじゃないんだ、母一人、子一人なのはいいとして、父親が四人もい
るんだよ。しかも、みんなどこか変わっていて。俺は普通の高校生で、ごく普通に生活してい
たいだけなのに。そして、今回、変な事件に巻き込まれて・・・。

当　　館
913 おたふく 山本　一力 16時間27分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　寛政の世。幕府は徹底した倹約を求め、やがて江戸を未曾有の大不況が見舞う。景気回復へ、
武士と町人の心を一つにしたのは、老舗大店に生まれた兄弟の高き志だった。カネは遣ってこ
そ天下を回る！

当　　館
913 餓鬼が斬る 峰　隆一郎 10時間04分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　二階堂流の達人刀根又四郎は、故郷筑前を捨てた十年来の浪人だった。金で人を殺す裏稼業
の始末屋に腕を見込まれて殺しを代行したことから、又四郎は彼らの縄張り争いに巻き込まれ
てしまう。色あり殺しありの超娯楽時代サスペンス。

当　　館
913 きことわ 朝吹　真理子 3時間31分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　葉山の高台にある別荘で、幼い日をともに過ごした貴子と永遠子。ある夏、とつぜん断ち切
られた親密な時間が、２５年後、別荘の解体を前にしてふたたび流れはじめる。ふいにあらわ
れては消えてゆく、幼年時代の記憶のディテール。やわらかく力づよい文体で、積み重なる時
間の層を描きだす、読むことの快楽にみちた愛すべき小説。

当　　館
913 岐阜羽島駅２５時 西村　京太郎 5時間07分 （青　い　鳥）

（斉　藤　ツチエ）

　東京、横浜で相次いで起こった、高齢の資産家の殺人事件。岐阜羽島の研究所で、百五十歳
までの延命を研究する謎のドクター。殺人と長寿、相反するふたつが繋がったとき、衝撃の事
実が明らかに！十津川警部が不老不死の謎に挑む、最新トラベルミステリー。
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当　　館
913 奇妙な賽銭 澤田　ふじ子 7時間49分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　博奕の賽の目を読む天稟に恵まれた街道人足の多吉は、妻のお里から賭場への出入りをきつ
く諫められていた。ところが、愛妻の死を契機に夜な夜な賭場へ通いつめ、ならず者が訝るほ
どの荒稼ぎを始める。父の身を案じる独り息子の蓑助に、多吉は「思うてるだけの金を溜めた
ら、お母はんがいうてはったように博奕は止める」と話すのだが…。天与の博才に恵まれた男
の懊悩を描く表題作ほか全６篇。 

当　　館
913 草の花　俳風三麗花 三田　完 10時間41分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　新進の科学者と結婚するも流産し、失意の日々を送るちゑ。女子医専を卒業し大連の病院へ
赴任する壽子。六代目尾上菊五郎の妾となった浅草芸者の松太郎。三人の人生が満州国皇帝・
溥儀、川島芳子、甘粕正彦、永井荷風らと交錯する。戦争という激流のなかを、凛々しく生き
る三人の女たち。

当　　館
913 獣の奏者Ⅱ　王獣編 上橋　菜穂子 9時間21分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　傷ついた王獣の子、リランを救いたい一心で、王獣を操る術を見つけてしまったエリンに、
学舎の人々は驚愕する。しかし、王獣は「けっして馴らしてはいけない獣」であった。その理 
由を、エリンはやがて、身をもって知ることになる…。王国の命運をかけた争いに巻きこまれ
ていくエリン。一人と獣との間にかけられた橋が導く、絶望と希望とは?著者渾身の長編ファン
タジー。

当　　館
913 獣の奏者Ⅲ　探求編 上橋　菜穂子 10時間59分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　あの“降臨の野”での奇跡から十一年後―。ある闘蛇村で突然“牙”の大量死が起こる。大
公にその原因を探るよう命じられたエリンは、“牙”の死の真相を探るうちに、歴史の闇に埋
もれていた、驚くべき事実に行きあたる。最古の闘蛇村に連綿と伝えられてきた、遠き民の血
筋。王祖ジェと闘蛇との思いがけぬつながり。そして、母ソヨンの死に秘められていた思い。
自らも母となったエリンは、すべてを知ったとき、母とは別の道を歩みはじめる…。

当　　館
913 獣の奏者Ⅳ　完結編 上橋　菜穂子 9時間28分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　王獣たちを武器に変えるために、ひたすら訓練をくり返すエリン。―けっしてすまいと思っ
ていたすべてを、エリンは自らの意志で行っていく。はるか東方の隊商都市群の領有権をめぐ
って、激化していくラーザとの戦の中で、王獣たちを解き放ち、夫と息子と穏やかに暮らした
いと願う、エリンの思いは叶うのか。王獣が天に舞い、闘蛇が地をおおい、“災い”が、つい
にその正体を現すとき、物語は大いなる結末を迎える。 
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当　　館
913 獣の奏者　外伝　刹那 上橋　菜穂子 7時間29分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　エリンの同棲時代、エサルの若き日の恋・・・、本編で明かされなかった空白の十一年間が
今ここに！

当　　館
913 木暮写眞館 宮部　みゆき 26時間06分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　もう会えないなんて言うなよ。あなたは思い出す。どれだけ小説を求めていたか。ようこそ、
小暮写眞館へ。３年ぶり現代エンターテインメント。 

当　　館
913 木暮荘物語 三浦　しをん 6時間39分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　小田急線・世田谷代田駅から徒歩五分、築ウン十年。空き室あります！安普請ですが、人肌
のぬくもりと、心地よいつながりがあるアパートです。いつまでもいつまでも読んでいたくな
る会心作！

当　　館
913 狐狼が斬る 峰　隆一郎 9時間16分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　無頼浪人の刀根又四郎は御家人に追われる女・布由を助けるが、女は一切の事情を語らぬま
ま姿を消した。布由が残した書き置きを手掛かりに彼女を捜しはじめる又四郎だったが、その
先々で凶手が襲いかかる。殺気立ち、とり囲む敵刃をかいくぐり、又四郎は幕閣に蠢く恐るべ
き姦計を知る。孤高の狼のふるう草薙ぎの秘剣が血風を呼んでうなり上げる！！

当　　館
913 再会 横関　大 10時間40分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　誰がうそをついている?幼なじみの四人が校庭に埋めた拳銃は、二十三年の時を経て再び放た
れた。それぞれの想い出が重なるとき、時を越えたさらなる真実が目を覚ます―!全てはタイム
カプセルにとじ込めた・・・はずだった。第５６回江戸川乱歩賞受賞作。 

当　　館
913 邪鬼が斬る 峰　隆一郎 9時間29分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　安永４年、徳川十代将軍・家治の治世、老中の田沼意次が権力を誇り、政事は賄賂によって
行われていた。二階堂流の達人・刀根又四郎は、大奥の権力者である高岳を助けたことから奇
怪な事件に巻き込まれてゆく。己の意思とは関わりなく、襲いくる敵を次々と血祭りに上げる
又四郎の剣は凄まじく、鬼神の如く闇を舞う。人斬り無頼伝書下ろし。
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当　　館
913 修羅の爪 峰　隆一郎 13時間56分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　浪人・浮田孫十郎は突如襲いかかってきた武士を斬り、死に際の侍から「らあじゃ」という
謎の言葉とともに一振りの脇差を受け取った。その刀は女性の淫情を露わにさせ秘壺を貫く、
痣丸と呼ばれる妖剣であった。その後、身辺に奇妙な出来事が続き、ゆえ知れず命までも狙わ
れた孫十郎は、我身に迫り来る剣難・女難の源を求め、妖刀を手に立ち上がる。

当　　館
913 ジョン・マン　波濤編 山本　一力 6時間10分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　わずか十四歳。寺子屋にも満足に通えなかった貧しい漁師が鎖国日本から身ひとつで漂流。
初めて西洋文明（アメリカ）の中で暮らした日本人となり、初めて欧米の高等教育を受けた日
本人となり、初めて世界の大洋を巡った日本人となり、ゴールドラッシュのカリフォルニアで
金を掘り、唯一、自力で帰国を果たした日本人漂流民となった。帰国から二年後、あのペリー
艦隊がやってくる。この男がいなければ、日本は植民地になっていたかもしれない。

当　　館
913 スコーレＮｏ．４ 宮下　奈都 7時間54分 （青　い　鳥）

（外　山　洋　子）

　どうしても忘れられないもの、拘ってしまうもの、深く愛してしまうもの。そういうものこ
そが扉になる―。ひとりの女性への道のりを描く書下ろし長編小説。 

当　　館
913 善人長屋 西條　奈加 10時間21分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　この長屋、ただものじゃない！“真面目で気のいい人ばかり”と噂の「善人長屋」。しかし
陰に回れば、大家も店子も裏稼業の凄腕揃い。そんな悪党の巣に、根っからの善人、加助が迷
い込んだ。人助けが生き甲斐で、他人の面倒を買って出る底なしのお人好し・・・。加助が
持ち込む厄介ごとで長屋はいつも大騒動、しぶしぶ店子たちは闇の稼業で鳴らした腕を揮う！ 

当　　館
913 たまゆらに 山本　一力 9時間42分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　五十両の大金が入った財布を拾ったばかりに・・・。朋乃に襲いかかる災難。意表をつく展
開の結末は・・・。濃やかな人情あふれる傑作時代長編！

当　　館
913 ちょちょら 畠中　恵 14時間22分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　“外交官”留守居役の新之介。欲しいのは“情報”なのだが、弱小藩ゆえ金子も伝手も全然
ない。そこに勃発した藩取りつぶしの危機！畠中“新世界”誕生！
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当　　館
913 ツナグ 辻村　深月 10時間02分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　突然死したアイドルに。癌で逝った母に。喧嘩したまま亡くなった親友に。失踪した婚約者
に。死者との再会を望むなんて、生者の傲慢かもしれない。間違いかもしれない。でも喪った
ものを取り戻し、生きるために会いにいく。―4つの再会が繋いだ、ある真実。新たな一歩を
踏み出す連作長編小説。

当　　館
913 ツリーハウス 角田　光代 15時間55分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　謎の多い祖父の戸籍、沈黙が隠した家族の過去。すべての家庭の床下には、戦争の記憶が埋
まっている。新宿角筈『翡翠飯店』クロニクル。 

当　　館
913 照り柿 藤原　緋沙子 5時間42分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　三年前、突然家を出た妻の志野を忘れられず、家督を弟に譲り、陸奥国平山藩から単身江戸
へ出てきた青柳新八郎。長屋の軒に『よろず相談承り』の看板を掲げ、口を糊しながら妻探し
をする新八郎に、いつも悲喜交々の事件が舞い込んで…。 

当　　館
913 天国旅行 三浦　しをん 7時間58分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　もう一度、立ち止まり、君と問いたい。そこは楽園なのかと。富士の樹海に現れた男の導き、
命を賭けて結ばれた妻への遺言、前世の縁を信じ込む女の黒い夢、死後の彼女と暮らす若者の
迷い、一家心中で生き残った男の決意……この世とあの世の境目で浮かび上がる、愛と生の実
像。光と望みが差し込む、文句なしの傑作短篇集。

当　　館
913 天地明察 冲方　丁 14時間24分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　江戸時代、前代未聞のベンチャー事業に生涯を賭けた男がいた。ミッションは「日本独自の
暦」を作ること。碁打ちにして数学者・渋川春海の二十年にわたる奮闘・挫折・喜び、そして
恋！！

当　　館
913 富札を斬る 峰　隆一郎 11時間00分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　刀根又四郎は、大店の娘美代が持っていた湯島天神の富札を手に入れる。以来、又四郎はご
ろつきや浪人からたびたび襲われることになる。手にした富札は五百両の当たり札だったが、
その番号はすでに換金されていた。又四郎は神社と富札をめぐる重大なカラクリに気づく。一
方、もと犬山藩の浪人、左京三歩は寺社奉行大野伊豆守から「又四郎を斬れ」と命じられる。
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当　　館
913 廃墟に乞う 佐々木　譲 9時間30分 （北広島朗読の会ひびき）

（桐　越　寿美子）

　１３年前に札幌で起きた娼婦殺害事件と、同じ手口で風俗嬢が殺された。心の痛手を癒すた
め休職中の仙道だが、犯人の故郷である北海道の旧炭鉱町へ向かう。犯人と捜査員、二人の傷
ついた心が響きあう、そのとき……。感激、感動の連作小説集。第１４２回直木賞受賞作。

当　　館
913 白銀ジャック 東野　圭吾 10時間12分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　「我々は、いつ、どこからでも爆破できる」。年の瀬のスキー場に脅迫状が届いた。警察に
通報できない状況を嘲笑うかのように繰り返される、山中でのトリッキーな身代金奪取。雪上
を乗っ取った犯人の動機は金目当てか、それとも復讐か。すべての鍵は、一年前に血に染まっ
た禁断のゲレンデにあり。今、犯人との命を賭けたレースが始まる。圧倒的な疾走感で読者を
翻弄する、痛快サスペンス。 

当　　館
913 化物語（上） 西尾　維新 16時間04分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　ある日、阿良々木暦めがけて降って来た女の子、戦場ヶ原ひたぎには、体重というものがな
かった！？新しい時代の青春怪異譚。西尾維新の新境地！

当　　館
913 化物語（下） 西尾　維新 14時間22分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　阿良々木暦が直面する、完全無欠の委員長・羽川翼が魅せられた「怪異」とは！？西尾維新
が全力で放つ青春怪異譚、第二弾。 

当　　館
913 花の鎖 湊　かなえ 8時間13分 （青　い　鳥）

（植　田　雅　子）

　元英語講師の梨花、結婚後、子供ができずに悩む美雪、絵画講師の紗月。３人の女性の人生
に影を落とす謎の男「Ｋ」。感動のミステリ。 

当　　館
913 ばんば憑き 宮部　みゆき 11時間27分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　湯治旅を終えた若夫婦が、帰途、雨で足止めとなり老女との相部屋を引き受けた。老女が語
り出す50年前の忌まわしい出来事とは。「〈ばんば〉とは恨みの念を抱いた亡者のこと･･･」。
ぞくりと怖く、心騒がす全６話。
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当　　館
913 ピエタ 大島　真寿美 10時間54分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　18世紀、爛熟の時を迎えた水の都ヴェネツィア。『四季』の作曲家ヴィヴァルディは、孤児
たちを養育するピエタ慈善院で“合奏・合唱の娘たち”を指導していた。ある日、教え子のエ
ミーリアのもとに、恩師の訃報が届く。一枚の楽譜の謎に導かれ、物語の扉が開かれる。今最
も注目すべき書き手が、史実を基に豊かに紡ぎだした傑作長編！　

当　　館
913 ひそやかな花園 角田　光代 11時間39分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　親と子、夫婦、家族でいることの意味を根源から問いかける。『八日目の蝉』から三年。衝
撃と感動に震える、角田光代の最高傑作誕生！

当　　館
913 ふがいない僕は空を見た 窪　美澄 11時間09分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　これって性欲？でも、それだけじゃないはず。高校一年、斉藤卓巳。ずっと好きだったクラ
スメートに告白されても、頭の中はコミケで出会った主婦、あんずのことでいっぱい。団地で
暮らす同級生、助産院をいとなむお母さん…１６歳のやりきれない思いは周りの人たちに波紋
を広げ、彼らの生きかたまでも変えていく。第８回「女による女のためのＲ－１８文学賞」大
賞受賞！嫉妬、感傷、愛着、僕らをゆさぶる衝動をまばゆくさらけだすデビュー作。

当　　館
913 再びの海 澤田　ふじ子 8時間28分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　流人の島・隠岐。かつて罪人として向かった地へ、幼き罪人の警護で向かう宗徳の胸中は…。
闇の仕事師・四人と一匹が今日も行く。シリーズ第十弾。 

当　　館
913 プラチナデータ 東野　圭吾 14時間37分 （札幌ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ）

（小田中　静　恵）

　犯罪防止を目的としたＤＮＡ法案が国会で可決し、検挙率が飛躍的に上がるなか、科学捜査
を嘲笑うかのような連続殺人事件が発生した。警察の捜査は難航を極め、警察庁特殊解析研究
所の神楽龍平が操るＤＮＡ捜査システムの検索結果は「ＮＯＴ　ＦＯＵＮＤ」。犯人はこの世
に存在しないのか？時を同じくして、システムの開発者まで殺害される。現場に残された毛髪
から解析された結果は…「ＲＹＵＨＥＩ　ＫＡＧＵＲＡ　適合率９９．９９％」。犯人は、神
楽自身であることを示していた……。
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当　　館
913 放課後はミステリーと 東川　篤哉 10時間08分 （青　い　鳥）

ともに （松　崎　佐知子）

　私立鯉ケ窪学園高等部副部長・霧ケ峰涼の周辺にはなぜか事件が多発する。校舎から消えた
泥棒、クラスメ-トと毒入り珈琲一族との関わり、校外学習のＵＦＯ騒動―はたして解決できる
のか…。 

当　　館
913 ほかげ橋夕景 山本　一力 9時間57分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　祝言が決まった頃から、急につっけんどんになった父の様子を気に病む娘……。親子の絆を
火影橋の夕間暮れを背景に切り取った表題作など、珠玉の時代短篇集。

当　　館
913 ほら吹き茂平 宇江佐　真理 7時間45分 （青　い　鳥）

（浅　賀　千　鶴）

　やっかいな癖、おかしな癖、はた迷惑な癖…いろんな癖をもった人がいるけれどうれしいと
きには一緒に笑い、悲しいときには一緒に涙する。江戸の人情を鮮やかに描いた時代傑作。 

当　　館
913 ポリティコン（上） 桐野　夏生 15時間01分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　大正時代に東北に芸術家たちが創ったユートピア「唯腕村」。１９９７年３月、村の後継者･
東一は美少女マヤと出会った。自らの王国に囚われた男と、国と国の狭間からこぼれ落ちた女
は、愛し合い憎み合い、運命を交錯させる。過疎、高齢化、農業破綻、食品偽装、脱北者･･･
東アジアの片隅の 日本をこの十数年間に襲った波は、いやおうなくふたりを呑み込んでいく。
今の日本のありのままの姿を、著者が５年の歳月をかけて描き尽くした渾身の長篇小説！ 

当　　館
913 ポリティコン（下） 桐野　夏生 13時間05分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　唯腕村理事長となった東一は、村を立て直すために怪しげな男からカネを借りて新ビジネス
を始める。しかし、村人の理解は得られず、東一の孤独は深まる一方だった。女に逃げ場を求
める東一は、大学進学の費用提供を条件に高校生のマヤと愛人契約を結んでしまう。金銭でつ
ながった二人だが、東一の心の渇きは一層激しくなり、思いがけない行為で関係を断ち切る。
それから10年、横浜の野毛で暮らしていたマヤのもとに、父親代わりだった北田が危篤状態だ
という連絡が入る。帰郷したマヤは、農業ビジネスマンとして成功した東一と運命の再会をし
た。満たされぬ二つの魂に待ち受けるのは、破滅か、新天地か。週刊文春と別冊文藝春秋の連
載が融合されて生まれた傑作小説、堂々の完結。 
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当　　館
913 魅鬼が斬る 峰　隆一郎 10時間13分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　大和郡山藩主を嫡子・保光にゆずり、隠居して米翁と称する柳沢信鴻は女道楽が過ぎ、藩の
財政を厳しいものにしていた。何者かに命を狙われている米翁の頼みで剣の使い手、刀根又四
郎はその用心棒となる。江戸市中では、月夜に現れては人を斬りまくる「魅鬼」が恐れられて
いた。老中・田沼意次からも直々に魅鬼を斬れと命ぜられた又四郎だが…。

当　　館
913 水の砦 大久保　智弘 9時間22分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　改易配流の身の福島正則が、最後の闘いを挑んだ相手は本多正純。大久保党、闇の宰領・鬼
堂玄蕃などが入り乱れて展開する波乱万丈の伝奇小説！第五回時代小説大賞受賞作！

当　　館
913 密命 藤原　緋沙子 5時間37分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　片桐弦一郎の用人仲間である但馬佐兵衛が、何者かに殺された。懐中にあった大金が紛失し
ている。金は能勢家の殿様の命で借り受けたものであった。佐兵衛から自分の身に何か起こっ
た時、妻子の様子見を頼まれていた弦一郎は、彼らを訪ね犯人探しを開始する。現場付近で目
撃者を見つけ出したことを告げると、但馬家を巻き込んだ思いもかけぬ事実が……。

当　　館
913 桃山ビート・トライブ 天野　純希 8時間31分 （青　い　鳥）

（岩　浅　尚　子）

　安土桃山時代。秀吉が権勢をふるい、三成が野心に燃えた頃、型破りな音楽と、自由な踊り
を武器に、権力に立ち向かった若者たちがいた。破天荒なエネルギーとリズムで疾走する痛快
時代青春小説！第20回小説すばる新人賞受賞作。

当　　館
913 闇刑事Ⅳ 広山　義慶 9時間24分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　13年の服役を経て、これからは真人間になると出家した天道正義。天道が服役中知り合った
友人・根岸が出所後、妹のマンションで殺害された。天道は独自調査に乗り出し、持ち前の反
抗心で世の悪を叩く。 

当　　館
913 夢曳き船 山本　一力 11時間23分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　首尾よく運べば四千両の儲け、逆目が出たら四千両の損。窮地に立たされた材木商を救う伊
豆晋平の奇策に箱崎の貸元がのった。迫り来る嵐と大波に翻弄されながら凄絶な海との戦いを
描く長篇時代小説。杉回漕に命をかけた男たちの矜持と侠気！目指すは江戸！
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当　　館
913 妖姫が斬る 峰　隆一郎 9時間57分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　二階堂流の遣い手である素浪人・刀根又四郎は大奥ご用達の薪炭問屋・大友屋茂兵衛の依頼
で、大奥女中の喜代と情交を結んだ。出会茶屋を後にした二人にお高祖頭巾をかぶった女がい
きなり切り込んできた。狙いは喜代だった。謎の女剣士は相当の遣い手で、次々と女中たちを
血祭りにあげた。なぜ女は大奥女中の命を絶つのか？後日、大友屋も狙われ、用心棒を頼まれ
た又四郎は女剣士と配下の浪人たちと相対する！

当　　館
913 用心棒が斬る 峰　隆一郎 10時間24分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　江戸で一番の遣い手と噂される刀根又四郎は、身に覚えのない襲撃を浪人たちから受ける。
その都度、侍付きの女駕籠が現われる。その後、又四郎は酒問屋辰巳屋の用心棒となり、刺客
や盗賊を一刀のもとに殪していく。又四郎はさらにさる大名の姫の用心棒を家臣の侍から頼ま
れた。その姫は、どんな男をも精力絶倫にさせる類まれな女性で、二百両払って交われば一物
が若者のようになるというのだ。

当　　館
913 龍馬奔る　少年篇 山本　一力 8時間54分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　家族や周りの人びとの深い愛情を受け、龍馬は日に日にたくましく育っていた。一方、土佐
の山里では、龍馬に遅れること２年５ヶ月、中岡慎太郎が大庄屋の跡とりとして産声を上げた
のだった･･････。高知出身の著者が渾身の力をこめて描く「龍馬伝」、ここに開幕！

当　　館
913 小説こちら葛飾区 秋本　治　原作 6時間26分 （青　い　鳥）

亀有公園前派出所 （石　川　容　子）
　

　超人気作家７人が『こち亀』を小説化！！『新宿鮫』の鮫島＆晶が浅草初詣で両さんと遭遇。
『池袋ウエストゲートパーク』のマコトは両さんと一緒に結婚詐欺師退治。大原部長と悪ガキ
両さんの知られざる出会いなど、両津勘吉大活躍の短編が７本！

当　　館
914 日本人へ　国家と歴史篇 塩野　七生 6時間16分 （青　い　鳥）

（小　口　佳　子）

　ローマの衰亡は５００年、日本の衰弱は２０年。ならば、どうする？混迷の時代に希望の灯
をともす「ことば・言葉・ことば」４３本！

当　　館
914 日本人へ　リーダー篇 塩野　七生 6時間00分 （青　い　鳥）

（小　口　佳　子）

　なぜリスクをとるリーダーが出ないのか……危機の時代こそ歴史と向き合え！！２１世紀の
「考えるヒント」４０本！
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当　　館
914 学ぶよろこび 梅原　猛 5時間49分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　学ぶことのおもしろさと夢を実現する生き方、波乱万丈の半生、これから仕上げに入る壮大
な夢の作品についてなど、梅原猛の創造の秘密をあますところなく語った知的人生論。

当　　館
916 友よ私が死んだからとて 長沢　延子 6時間14分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

―　外国文学　―

ソーントン・
932 ソーントン・ワイルダーⅠ ワイルダー 5時間08分 日本点字図書館

わが町 鳴海　四郎　訳

エリザベス・
933 オリーヴ・キタリッジの ストラウト 14時間26分 日本点字図書館

生活 小川　高義　訳

フェリックス・
933 拮抗 フランシス 14時間06分 日本点字図書館

北野 寿美枝 訳

ｱﾀﾞﾑ･ｼﾞｪｲ･
ｴﾌﾟｽﾀｲﾝ

933 黒猫オルドウィンの冒険 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ 9時間04分 日本点字図書館
ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽﾝ

大谷　真弓　訳

ジャック・
933 彷徨える艦隊 キャンベル 12時間31分 日本点字図書館

月岡　小穂　訳
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ジョン・ 当　　館
933 縞模様のパジャマの少年 ボイン　作 5時間29分 （青　い　鳥）

千葉　茂樹　訳 （植　田　雅　子）

　「どうして、あんなフェンスがあるの？」フェンスで区切られたこちら側とあちら側。それ
でも、ふたりの少年は友情で結ばれた。３０カ国以上で読まれる話題作！

デイヴィット・
933 卵をめぐる祖父の戦争 ベニオフ 11時間55分 日本点字図書館

田口　俊樹　訳

ｾｼﾙ・ｽｺｯﾄ・
933 砲艦ホットスパー ﾌｫﾚｽﾀｰ 15時間08分 日本点字図書館

菊池　光　訳

ケン・ 当　　館
933 ホーネット、飛翔せよ（上） フォレット 10時間15分 （青　い　鳥）

戸田　裕之　訳 （中　里　真理子）

　第二次世界大戦下、イギリス政府は苦悩していた。イギリス空軍機が待ち伏せされ、次々と
ドイツ空軍に撃墜されていたのだ。なぜか事前に飛行ルートがデンマークのどこかから洩れて
いるらしい。このままではヨーロッパ全土がナチスドイツの手に落ちてしまう…史実を基に描
き出す冒険小説の傑作。

ケン・ 当　　館
933 ホーネット、飛翔せよ（下） フォレット 8時間20分 （青　い　鳥）

戸田　裕之　訳 （中　里　真理子）

　ナチスドイツ優勢をくつがえす鍵となる情報を得たアーネは、デンマーク脱出を図るも、す
んでのところでナチスに囚われてしまう。なんとしてもこの情報をイギリス政府に伝えなけれ
ば…巨匠の面目躍如、手に汗握るアクション大作。

ジェフリー・ 当　　館
933 ロードサイド・クロス ディーヴァー 21時間35分 （青　い　鳥）

池田 真紀子 訳 （松　崎　佐知子）

　その少年をネット上でバッシングした者たちの命が狙われている。尋問の天才ダンス捜査官
が狡猾な犯罪計画に挑む。巨匠の最新傑作。 

ブルック・
デザリック

936 パパ、ママ、あいしてる キース・ 9時間05分 日本点字図書館
デザリック

青山　陽子　訳
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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 収録時間 受　け　入　れ　先
（発　行　所）

週　刊 埼玉新聞 埼玉新聞 1時間 当　　館

週　刊 サンデー毎日 サンデー毎日 3時間 当　　館

週　刊 アエラ アエラ 2時間 八王子市立中央図書館

週　刊 週刊朝日 朝日新聞出版 10時間 視覚障害者総合支援
センターちば

週　刊 週刊金曜日 週刊金曜日 9時間 （株）金曜日

週　刊 週刊現代 週刊現代 8時間 神奈川県ライトセンター

週　刊 週刊新潮 週刊新潮 9時間 名古屋ライトハウス
名古屋盲人情報文化センター

週　刊 週刊文春 文藝春秋 13時間 日本点字図書館

週　刊 新聞コラム 天声人語・毎日余録 1時間 さいたま市立中央図書館

週　刊 選定図書週報 週間読書人 1時間30分 神奈川県ライトセンター
～3時間

隔週刊 朝日医学情報 朝日新聞 1時間 西宮視覚障害者図書館

隔週刊 オレンジページ オレンジページ 4時間30分 石川県視覚障害者
情報文化センター

隔週刊 女性自身 女性自身 12時間 島根県西部視聴覚障害者
情報センター

隔週刊 ナンバー ナンバー 9時間 神奈川県ライトセンター
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隔週刊 フライデー フライデー 1時間30分 茨城県立点字図書館

月３回 社　説 朝日.読売.毎日. 各 当　　館
日経.産経 1時間30分

月　刊 ＮＨＫきょうの健康 日本放送出版協会 8時間30分 石川県視覚障害者
情報文化センター

月　刊 ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会 9時間 福井県視覚障害者福祉
協会情報文化センター

月　刊 ＮＨＫ短歌 日本放送出版協会 5時間30分 大分県点字図書館

月　刊 ＮＨＫ俳句 日本放送出版協会 4時間30分 島根ライトハウス
ライブラリー

月　刊 ＮＨＫラジオ深夜便 日本放送出版協会 5時間30分 函館視覚障害者図書館

月　刊 Ｐ　Ｈ　Ｐ Ｐ　Ｈ　Ｐ 3時間20分 ＰＨＰ研究所

月　刊 医道の日本 医道の日本社 17時間 茨城県立点字図書館

月　刊 栄養と料理 栄養と料理 8時間30分 神奈川県ライトセンター

月　刊 オール読物 オール読物 30時間 日本ライトハウス
情報文化センター

月　刊 カエル カエル 1時間30分 神奈川県ライトセンター

月　刊 角川短歌 角川書店 7時間 大分県点字図書館

月　刊 角川俳句 角川書店 4時間30分 町田市立中央図書館
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月　刊 月刊ともしび 北海道釧路新聞他 2時間 釧路市点字図書館

月　刊 声のお便り 生活情報 1時間 さいたま市立中央図書館

月　刊　 声の食生活情報 声の食生活情報 1時間 すこやか食生活協会

月　刊 埼玉の福祉広報 埼玉県社会福祉 1時間 埼玉県社会福祉協議会
ＳＡＩ 協議会

月　刊 週刊ベースボール ベースボール・ 1時間30分 袋井市立図書館
マガジン社

月　刊 週刊ポスト 小学館 17時間 福井県視覚障害者福祉
協会情報提供センター

月　刊 小説現代 小説現代 22時間 名古屋ライトハウス
名古屋盲人情報文化センター

月　刊 小説新潮 新潮社 30時間 藤沢市点字図書館

月　刊 小説すばる 集英社 9時間 島根ライトハウス
ライブラリー

月　刊 小説　宝石 小説　宝石 12時間 東京ＹＷＣＡ
朗読ボランティア

月　刊 信徒の友 信徒の友 6時間 静岡改革派キリスト教
盲人伝道センター

月　刊 情報誌　選択 選　択 9時間 東京ヘレンケラー協会

月　刊 壮　快 壮　快 3時間 当　　館

月　刊 総合リハビリ 総合リハビリ 7時間 大田区立蒲田駅前図書館
テーション テーション

月　刊 中央公論 中央公論社 14時間 読売ボランティアセンター
朗読グループ
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月　刊 東京新聞筆洗 東京新聞 1時間 昭島市民図書館

月　刊 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ 1時間30分 埼玉県盲人福祉ホーム
出版センター 埼玉点字図書館

月　刊 日経サイエンス 日経サイエンス 7時間 声の奉仕会　マリア文庫

月　刊 日経パソコン 日経ＢＰ 6時間 日本ライトハウス
出版センター 盲人情報文化センター

月　刊 日経マネー 日経ホーム出版部 10時間 神奈川県ライトセンター

月　刊 にってんデイジー 日本点字図書館 41時間 日本点字図書館
マガジン

月　刊 日本鍼灸新報 日本鍼灸新報 1時間30分 日本鍼灸師会

月　刊 ニュートン ニュートン 7時間30分 大田区立馬込図書館

月　刊 百万人の福音 百万人の福音 6時間 静岡改革派キリスト教
盲人伝道センター

月　刊 風林火山 山梨日日新聞 1時間 山梨ライトハウス

月　刊 婦人の友 婦人の友社 3時間 山梨ライトハウス

月　刊 文藝春秋 文藝春秋 30時間 ＪＢＳ東京スタジオ

月　刊 ベースボールマガジン ベースボール・ 2時間 周南視覚障害者図書館
マガジン社

月　刊 やまゆり やまゆり 1時間30分 神奈川県ライトセンター

月　刊 ライト＆ライフ ライト＆ライフ 1時間30分 東京ヘレン・ケラー協会

月　刊 ライトセンターだより ライトセンター 1時間30分 神奈川県ライトセンター
だより
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月　刊 ランナーズ ランナーズ 6時間 多摩市立永山図書館

月　刊 理学療法ジャーナル 理学療法ジャーナル 6時間 兵庫県点字図書館

月　刊 旅行読売 旅行読売 7時間30分 神奈川県ライトセンター

月　刊 歴史街道 歴史街道 5時間30分 大田区声の図書室

月　刊 歴史読本 歴史読本 16時間 富山県視覚障害者
福祉センター

隔月間 明日への声 内閣府政府広報室 1時間 日本広報協会

隔月間 かけはし かけはし 1時間30分 神奈川県ライトセンター

隔月間 暮しの手帖 暮しの手帖社 3時間 山梨ライトハウス

隔月間 厚　生 厚生労働省 1時間 日本盲人会連合

隔月間 東京くらしねっと 東京都消費者 1時間 日本点字図書館
センター

季　刊 おしゃれなひととき 資生堂コンシュー 1時間 （株）資生堂
マーズセンター

季　刊 ジャールニュース 日本アマチュア 11時間 神奈川県ライトセンター
無線連盟

季　刊 中医臨床 東洋学術出版社 13時間30分 神奈川県ライトセンター

季　刊 理　療 理　療 8時間 埼玉県立久喜図書館

年２回 そよ風のように そよ風のように 5時間 神奈川県ライトセンター
街に出よう 街に出よう
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不定期 花王ボイスガイド 花王ボイスガイド 1 花王株式会社

不定期 ソニー聞くカタログ ソニー聞くカタログ 1時間30分 ソニー株式会社
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