
☆　☆　☆　　凡　　例　　☆　☆　☆

１．この録音図書目録は、平成２５年４月から平成２６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、内容と内容の最後に原本の出版年、ボランティアグルー
  　プ名と朗読者名を記載しております。

４．デイジー録音雑誌の記載事項は、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５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 人生は１冊のノートに 奥野　宣之 5時間33分 （青　い　鳥）

まとめなさい （小　野　宏　子）

　累計５０万部突破の「１００円ノート整理術」シリーズ第３弾！体験のしっぱなし・使い捨
てを防ぎ、確実に「自分化」するためのノート術。ビジネスから、旅行、ダイエット、育児、
映画、エンディングノートまで、誰でも今すぐ始められる「１００円ノート・ライフログ」の
すすめ。（２０１０年）

１．哲学・宗教

当　　館
114 「死ぬのが怖い」とは 前野　隆司 8時間21分 （青　い　鳥）

どういうことか （松　崎　佐知子）

　「死ぬのが怖い」ことをちゃんと考えれば、「生きること」を再発見できるはず！無宗教の
日本人のために「死の恐怖」をはじめて真剣に論じた、全国民の必読書！（２０１３）

当　　館
159 いのち、生ききる 瀬戸内　寂聴 5時間00分 （青　い　鳥）

日野原　重明 （松　本　易　子）

　作家であり、僧侶の瀬戸内氏と、第一線の名医であり、クリスチャンの日野原氏。まったく
異なった分野で活躍する二人が、お互いの生き方に共感し、人生について語り合った。
（２００８）

当　　館
159 女の才覚 大宅　映子 4時間20分 （青　い　鳥）

（井戸川　真佐子）

　女の仕事、結婚、幸せ、老後･･･いま伝えたい、女の一生。明治から平成まで、大宅家で女
性４代記を通じて考える女性が精いっぱい、豊かに積極的に人生を生き抜くための心得。
（２０１１）
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当　　館
184 怒らないこと アルボムッレ・ 3時間43分 （青　い　鳥）

スマナサーラ （恩　田　芳　江）

　昨今では、怒って当たり前、ややもすると怒らないと不甲斐ないとでも言わんばかりです。
ブッダは、これに真っ向から反対します。怒ってよい理由などない。怒りは理不尽だ。怒る人
は弱者だ。怒らない人にこそ智慧がある。怒らない人は幸せを得る。人類史上もっとも賢明な
人は、なぜ怒りを全面否定したのでしょうか。最初期の仏教であるテーラワーダ仏教の長老が、
その真意を平明に解き明かします。（２００６）

２．歴史・地理

当　　館
210 原爆が落とされた日 半藤　一利 21時間16分 （青　い　鳥）

湯川　豊 （森　　良　枝）

　戦後五十年、人類はなお地球を何十回も破壊できる核兵器を抱えている。癒えることない傷
を再び歴史に刻まないために、戦争において人間はいかに非人間的になれるのか、我々はもう
一度自らに問い直すべきではないか。米、独、日の開発競争から、刻々と追い詰められる日本
の戦況、原子爆弾の完成と投下決定、そして「その日」までを、多くの取材と資料から再現す
る迫真のドキュメント。（１９９４）

289 赤松良子　志は高く 赤松　良子 8時間12分 日本点字図書館

289 大賀一郎 大賀　一郎 5時間47分 日本点字図書館
ハスと共に六十年

289 小汀利得 小汀　利得 3時間05分 日本点字図書館
ぼくは憎まれっ子

289 片山潜　歩いてきた道 片山　潜 5時間17分 日本点字図書館

289 加藤タキ 加藤　タキ 6時間57分 日本点字図書館
タキの“納得”人生

289 澤田美喜　黒い肌と白い心 澤田　美喜 8時間36分 日本点字図書館
サンダース・ホームへの道
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289 新村出 新村　出 9時間56分 日本点字図書館
わが学問生活の七十年ほか

289 高群逸枝　 高群　逸枝 14時間51分 日本点字図書館
火の国の女の日記抄

289 浪越徳治郎　おやゆび一代 浪越　徳治郎 7時間17分 日本点字図書館

289 羽仁五郎　私の大学 羽仁　五郎 6時間40分 日本点字図書館

289 宮本常一　民俗学の旅 宮本　常一 7時間59分 日本点字図書館

289 無着成恭　ぼくの青春時代 無着　成恭 10時間40分 日本点字図書館

エリック・
290 世界しあわせ紀行 ワイナー 17時間18分 日本点字図書館

関根　光宏　訳

当　　館
291 愛しのローカルごはん旅 たかぎ　なおこ 3時間35分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　ローカルグルメの都、名古屋でモーニングはしご！和歌山名物なれずしにお父さん絶句！め
っぽううまい！埼玉ゼリーフライの魅力！ちゃんぽん・トルコライス・馬肉料理！九州グルメ
で２kg増！７時間滞在で６食完食！東京下町グルメ日帰り旅！旅とはすなわちグルメです！９
都道府県の４３グルメを完食！（２００８）

３．社会科学

当　　館
310 戦後史の正体　1945-2012 孫崎　享 16時間08分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　えっ、これは驚いた！元外務省・国際情報局長が最大のタブー「米国からの圧力」を軸に、
戦後７０年を読み解く！（２０１２）
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当　　館
323 日本国憲法を 塚田　薫 4時間08分 （青　い　鳥）

口語訳してみたら （森　　良　枝）

　護憲？改憲！？その前に･･･読んだことありますか？「これなら読める（笑）」「面白い！」
と新聞・ラジオ・ネットで大反響！（２０１３）

327 正木ひろし 正木　ひろし 7時間40分 日本点字図書館
事件・信念・自伝

マイケル・
331 それをお金で買いますか サンデル 13時間30分 日本点字図書館

鬼澤　忍　訳

当　　館
361 聞く力 阿川　佐和子 5時間21分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。インタビューが苦
手だったアガワが、１０００人ちかい出会い、３０回以上のお見合いで掴んだコミュニケーシ
ョン術を初めて披露する。（２０１３）

365 くらしの豆知識 国民生活 11時間55分 消費者庁消費生活情報課
２０１３年版 センター　編

当　　館
366 ブラック企業 今野　晴貴 8時間48分 （青　い　鳥）

（金　　秀　子）

　違法な労働条件で若者を働かせ、人格が崩壊するまで使いつぶす「ブラック企業」。もはや
正社員めざしてシューカツを勝ち抜いても油断はできない。若者の鬱病、医療費や生活保護の
増大、少子化、消費者の安全崩壊、教育・介護サービスの低下。「日本劣化」の原因はここに
ある。（２０１２）

当　　館
367 年を重ねるのもわるくない 式田　和子　 5時間14分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　年をとるとはどういうことか、どういう心得で毎日を過ごせば充実した人生を生きられるの
か…。おもしろく、ホロっとして、考えさせられて、やがて心の底から元気がわいてくる含蓄
エッセイ８３篇。（２０００）
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369 障害者白書 8時間41分 日本盲人会連合
平成２５年版

369 増補版　石川倉次と 視覚障害者支援 5時間12分 視覚障害者支援
その時代 総合センター 総合センター

369 視覚障害者のための防災 日本盲人社会 3時間57分 日本盲人社会福祉
対策マニュアル　増補版 福祉施設協議会 施設協議会

当　　館
391 連合艦隊　決死の激闘 松尾　博志 9時間44分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　１９９１年は、日米開戦５０年。秘蔵の写真を豊富に駆使し、視覚にも訴える本格資料。
（１９９２）

４．自然科学・医学

当　　館
411 ６時間でできる！ 岩波　邦明 7時間16分 （青　い　鳥）

２ケタ×２ケタの暗算 （岩　波　ゆり子）

　現役東大医学部生の岩波邦明の考案した「岩波メソッドゴースト暗算」の初の公式ドリルで
す。このメソッドは、「おさかなプレート」「サンドイッチプレート」「スペースシャトルプ
レート」などのアイテムを使いながら、九九の知識があれば速い子で３時間、普通の子でも６
時間程度で２ケタ×２ケタの暗算が習得できる新たな暗算法です。これはそろばん暗算の５０
倍以上のスピードです。（２０１１）

当　　館
490 医者に殺されない 近藤　誠 4時間39分 （青　い　鳥）

４７の心得 （田　部　井　猛）

　医療と薬を遠ざけて元気に長生きするための４７の心得。病院に行く前に、かならず読んで
ください。（２０１２）

山中伸弥先生に、人生と 当　　館
490 ｉＰＳ細胞について 山中　伸弥 5時間01分 （青　い　鳥）

聞いてみた 緑　慎也 （外　山　洋　子）

　日本で最もノーベル賞に近い男がはじめて明かした、研究人生のすべて。決して、エリート
ではなかった。「ジャマナカ」と馬鹿にされ、臨床医をあきらめた挫折からはじまった、僕の
研究。（２０１２）

5



492 草稿版「鍼科新書」 谷口　富次郎 5時間40分 京都府立盲学校同窓会

当　　館
494 ガン消滅 済陽　高穂 4時間42分 （青　い　鳥）

片寄　斗史子 （山　田　昭　子）

　外科医済陽高穂の食事療法は、再発・晩期ガン６４%の治癒改善有効率を実証。（２０１３）

当　　館
494 男の壁 工藤　美代子 6時間20分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　薬を飲み、マッサージを受け、時に相手を変えて…死ぬまで現役がもはや、当たり前!“壁”
との向き合い方を徹底取材。（２０１２）

当　　館
498 寝たきりにならない 宮田　重樹 4時間08分 （青　い　鳥）

食事の本 牧野　直子　 （小　野　宏　子）

　死ぬまで自分で動けるからだをつくる食事とは？毎日の食生活をほんの少し改善すれば、間
違いなく健康寿命はのばせる！良質なたんぱく質で老化を防ぎ、抗酸化物質で錆びないからだ
にする。血液サラサラの食事で生活習慣病を予防する。腸をキレイにして免疫力を高める。健
康長寿のための食事の実践を！（２０１２）

当　　館
498 万病を防ぐ「水」の 藤田　紘一郎 5時間45分 （青　い　鳥）

飲み方・選び方 （相　田　眞　理）

　長寿の水、若さの水、美貌の水がよくわかる！カルシウムを含むアルカリ性の硬水は長寿力
がある、夜一杯、朝一杯の水で血管障害を防ぐ、天然の水でがんを予防する、１日１.５リット
ルの水で美を保つなど、世界の国々の水を四十数年にわたって研究してきた著者があかす水と
の賢いつきあい方。（２００９）

当　　館
498 ６４歳で死んでしまっても 御供　泰治 5時間01分 （青　い　鳥）

よいのですか （森　　良　枝）

　日本人男性の平均寿命は「７９歳」。（２０１２年/厚生労働省より）定年を目前にした「６
４歳」からの人生を健やかに生きるために、御年７０代の現役内科医が「内臓ダイエット」を
提案！（２０１２）

当　　館
498 食べ順爆発ダイエット 石川　英明 3時間21分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　停滞期はホルモンショックで突破！「爆発の日」でドカ食いせよ！食べる順番＋爆発の日で
スランプ知らずのダイエット。（２０１３）
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５．技術・工学・生活科学

当　　館
542 三菱電機に何が起こったか 松尾　博志 8時間23分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　なぜヒットが続くのか、変身は本物か。この問いを解く鍵は、社長の進藤のキャラクターに
ある。（１９７９）

当　　館
543 プロメテウスの罠２ 朝日新聞 8時間14分 （青　い　鳥）

特別報道部 （摩　庭　洋　子）

　ふるさとへの帰還、いまだ見えず！原発事故は日本人に何をもたらしたのか。朝日新聞大反
響連載の書籍化！！１０万部突破のベストセラー第２弾！（２０１２）

当　　館
590 捨てない知恵 石黒　智子 2時間42分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　「捨てる」のではなく、「次の使い方を考える」。心地よい暮らしのための大人の生活術。
多くのメディアで活躍中の著者が説く、「片付け」の新しい発想法。（２０１２）

６．産業

611 平成２４年度　食料・農業 農林水産省 0時間53分 農林水産省大臣官房政策課
農村白書

７．芸術

712 高村光雲　木彫七十年 高村　光雲 12時間17分 日本点字図書館

721 東山魁夷　わが遍歴の山河 東山　魁夷 5時間39分 日本点字図書館

721 横山大観　大観画談 横山　大観 6時間44分 日本点字図書館
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726 ちばてつや ちば　てつや 4時間21分 日本点字図書館
みんみん蝉の唄

当　　館
726 理系クン 夫婦できるかな？ 高世　えり子 2時間22分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　買い物上手でお金に強い。家電に詳しく、料理や家事を厭わない。なんて便利な？頼りがい
のある「理系」のオット！？（２０１２）

759 辻村寿三郎　人形曼陀羅 辻村　寿三郎 4時間15分 日本点字図書館

当　　館
762 評伝　古関裕而 菊池　清麿 17時間19分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　昭和初期、日本人として初めて国際的なコンクールに入選した福島出身の国民的作曲家、古
関裕而の評伝！！古関メロディーの柔らかさの源泉は、故郷福島の美しい自然の風景への愛慕
が、叙情核になっていた。（２０１２）

762 山田耕筰 山田　耕筰 9時間52分 日本点字図書館
自伝若き日の狂詩曲

当　　館
763 いのちのヴァイオリン 中澤　宗幸 2時間07分 （青　い　鳥）

（井戸川　真佐子）

　千の音色よ、あの空にとどけ！木のふしぎと生命の物語。「震災ヴァイオリン」の製作者か
らのメッセージ！（２０１２）

当　　館
764 平壌６月９日高等中学校・ ファンキー末吉 5時間57分 （青　い　鳥）

軽音楽部 （佐　藤　千恵子）

　爆風スランプのドラマー、ファンキー末吉の７年にわたるロックによる「国際交流」北朝鮮
ドキュメンタリーの新境地がここに！美少女たちとの魂のロック！（２０１２）

770 菊田一夫 菊田　一夫 7時間30分 日本点字図書館
芝居つくり四十年

772 山田五十鈴　映画とともに 山田　五十鈴 3時間32分 日本点字図書館
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773 六世野村万蔵　狂言の道 野村　万蔵 5時間25分 日本点字図書館

774 十七世中村勘三郎 中村　勘三郎 7時間38分 日本点字図書館
自伝やっぱり役者

775 浅香光代 浅香　光代 4時間59分 日本点字図書館
斬って恋して五十年

778 内田吐夢　映画監督五十年 内田　吐夢 6時間58分 日本点字図書館

778 大島渚　大島渚１９６０ 大島　渚 11時間28分 日本点字図書館

778 岡田嘉子　悔いなき命を 岡田　嘉子 7時間30分 日本点字図書館

778 沢村貞子　貝のうた 沢村　貞子 7時間54分 日本点字図書館

775 土本典昭 土本　典昭 12時間02分 日本点字図書館
わが映画発見の旅

当　　館
778 ポイズン・ママ 小川　雅代 8時間05分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　小川真由美は素晴らしい女優ですが、「母親」としては失格でした。娘の私にしたこと、私
の体験をすべてお話します。虐待、歪んだ愛情、宗教、パニック障害、ＤＶ･･･。心の傷を克
服した娘による赤裸々なドキュメント。（２０１２）

778 吉永小百合　夢一途 吉永　小百合 5時間39分 日本点字図書館

☆
落語・講談　怪談ばなし１

779 五代目　三遊亭圓楽 0時間46分 エニー
三遊亭圓弥
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☆
落語・講談　怪談ばなし２

779 九代目　入船亭扇橋 0時間41分 エニー
二代目　桂小南

☆
落語・講談　怪談ばなし３

779 三代目　三遊亭小圓朝 0時間55分 エニー
八代目　三笑亭可楽

☆
落語・講談　怪談ばなし４

779 桂小文治　三遊亭百生 0時間54分 エニー
二代目　三遊亭円歌

☆
779 落語・講談　怪談ばなし５ 0時間50分 エニー

五代目　古今亭今輔

☆
779 落語・講談　怪談ばなし６ 1時間04分 エニー

六代目　三遊亭圓生

☆
落語・講談　怪談ばなし７

779 六代目　一龍斎貞水 0時間52分 エニー
六代目　一龍斎貞丈

☆
779 落語・講談　怪談ばなし８ 0時間52分 エニー

七代目　一龍斎貞山

☆
779 落語・講談　怪談ばなし９ 0時間54分 エニー

七代目　一龍斎貞山

☆
779 講談十八番大全集 0時間57分 ＡＲＣ

六代　一龍斎貞水

☆
779 講談十八番大全集 0時間33分 ＡＲＣ

六代　一龍斎貞山
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☆
779 講談十八番大全集 0時間59分 ＡＲＣ

二代　大島伯鶴

☆
779 講談十八番大全集 0時間27分 ＡＲＣ

三代　神田伯山

☆
779 講談十八番大全集 0時間54分 ＡＲＣ

五代　宝井馬琴

☆
779 講談十八番大全集 0時間35分 ＡＲＣ

四代　邑井貞吉

☆
779 講談十八番大全集 0時間36分 ＡＲＣ

初代　神田ろ山

☆
779 講談十八番大全集 0時間25分 ＡＲＣ

五代　神田伯龍

☆
779 講談十八番大全集 0時間47分 ＡＲＣ

六代　宝井馬琴

☆
779 講談十八番大全集 1時間04分 ＡＲＣ

二代　神田山陽

779 柳家金語楼 柳家　金語楼 6時間12分 日本点字図書館
泣き笑い五十年

☆
779 二代目　広沢虎造大全集１ 0時間48分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集２ 0時間53分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」
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☆
779 二代目　広沢虎造大全集３ 0時間52分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集４ 0時間49分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集５ 0時間50分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集６ 0時間53分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集７ 1時間17分 オフィスワイケー

「清水次郎長伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集８ 1時間18分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集９ 0時間50分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集10 0時間52分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集11 0時間50分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集12 0時間52分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集13 0時間52分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」
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☆
779 二代目　広沢虎造大全集14 0時間51分 オフィスワイケー

「次郎長外伝」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集15 0時間52分 オフィスワイケー

「国定忠治」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集16 0時間37分 オフィスワイケー

「国定忠治」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集17 0時間27分 オフィスワイケー

「国定忠治」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集18 0時間53分 オフィスワイケー

「国定忠治」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集19 0時間54分 オフィスワイケー

「国定忠治」

☆
779 二代目　広沢虎造大全集20 0時間51分 オフィスワイケー

「国定忠治」

779 添田唖蝉坊　唖蝉坊流生記 添田　唖蝉坊 8時間48分 日本点字図書館

当　　館
782 すべてのマラソンランナー 瀬古　利彦 4時間32分 （青　い　鳥）

に伝えたいこと （皆　川　昌　子）

　マラソンの練習はきつかった。何度もやめそうになった。しかし現役中、練習を途中でやめ
たことはただの一度もない。現在、マラソンは明るく健康的なスポーツとして、多くの市民ラ
ンナーに親しまれているが、その本質は泥臭く、根性がいるものだと思う。苦しいからと言っ
て、練習を途中でやめては「いつでもやめていいんだ」と甘える癖がついてしまう。苦しくな
いマラソンなどない。１５戦１０勝のマラソンランナーが語る折れない心の作り方。
（２０１２）

782 南部忠平　南部忠平自伝 南部　忠平 2時間42分 日本点字図書館
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796 大山康晴　人生に勝つ 大山　康晴 6時間51分 日本点字図書館

８．言語

当　　館
809 口下手な人のための 生島　ヒロシ 4時間27分 （青　い　鳥）

スピーチ術 （横　田　善　弘）

　口下手な人でも人前を避けてきた人でも、スピーチしなければならない時が来る。震災直後
でも話さなければならなかった著者による、愛される話し方から、アガらないコツまでスピー
チ術を指南する。（２０１２）

当　　館
810 日本人の知らない日本語３ 蛇　蔵　＆ 4時間05分 （青　い　鳥）

海野　凪子 （岩　波　ゆり子）

　大ベストセラー『日本人の知らない日本語』最新刊！笑って学べる日本語コミックエッセイ
は、ついに第三弾！今回は、桜の季節に先駆けて「祝！卒業」編。あの人気キャラの卒業エピ
ソードが読めるかも。（２０１２）

９．文学 ―　日本文学　―

910 倉田百三 倉田　百三 9時間32分 日本点字図書館
光り合ういのち

911 佐佐木信綱　作歌八十二年 佐佐木　信綱 16時間24分 日本点字図書館

シルバー川柳３ 全国有料老人 当　　館
911 来世も　一緒になろうと ホーム協会 1時間00分 （青　い　鳥）

犬に言い ポプラ社編集部 （潟　田　礼　子）

　シリーズ累計５０万部、待望の第３弾！笑いあり、怒りあり、さすが“いぶし銀”の人生が
ある。（２０１３）

911 はいくのえほん 西本　鶏介 0時間13分 京都ライトハウス
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当　　館
911 百歳 柴田　トヨ 1時間32分 （青　い　鳥）

（井戸川　真佐子）

　１５０万部突破のベストセラー『くじけないで』に続くトヨさんの待望の第二詩集！「さぁ
顔あげて空を見ましょう」（２０１１）

当　　館
912 ふるあめりかに 有吉　佐和子 7時間29分 （青　い　鳥）

袖はぬらさじ （森　　良　枝）

　幕末、横浜・岩亀楼。異人の身請けを拒んで自刃し、「攘夷女郎」にまつりあげられたおい
らん・亀遊。その虚像の上にさらに虚構をのせて語り継ぐ芸者・お園。騒然とした世相の中、
お園が見つめた人間の真実とは・・・。（２０１２）

当　　館
913 愛と悲しみのレクイエム 朴　秀男 6時間12分 （青　い　鳥）

（金　　秀　子）

　パリ留学中の、在日韓国青年が出会ったフランス女性との恋。切なく清らかで、香り高い愛
の世界にいながら、主人公が在日という政治的、負の部分を背負っている為、その心に巣喰っ
た空虚な内心の光景が、二人の美しい愛に影をおとす。（１９９７）

当　　館
913 悪の教典（上） 貴志　祐介 11時間29分 （青　い　鳥）

（草　野　千代子）

　有能な教師の仮面をかぶった学園に潜むモンスター、蓮見聖司ことハスミン。モリタートの
口笛とともに完璧な犯罪が重ねられていく。衝撃の映画化で話題沸騰！（２０１０）

当　　館
913 悪の教典（下） 貴志　祐介 10時間20分 （青　い　鳥）

（草　野　千代子）

　とびきり有能な教師がサイコパスだったとしたら、その凶行は誰が止められるのか・・・ピ
カレスクの輝きを秘めた戦慄のサイコ・ホラー。２０１０年度「このミステリーがすごい！」
第１位、「週刊文春ミステリーベスト１０」第１位、第１回山田風太郎賞。（２０１０）

当　　館
913 明日のことは知らず 宇江佐　真理 6時間23分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　若い世代の成長を見つめる伊三次、お文夫婦の温かいまなざし。息子・伊与太が慕う相手は
松前藩主のお屋敷勤めに。一方、弟子の九兵衛には思いもよらぬ縁談が持ち上がる。
（２０１２）
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当　　館
913 偉大なる、しゅららぼん 万城目　学 17時間44分 （青　い　鳥）

（原　口　　豊）

　高校入学を機に、琵琶湖畔の街・石走にある日出本家にやって来た日出涼介。本家の跡継ぎ
としてお城の本丸御殿に住まう淡十郎の“ナチュラルボーン殿様”な言動にふりまわされる日
々が始まった。実は、日出家は琵琶湖から特殊な力を授かった一族。日出家のライバルで、同
様に特殊な「力」をもつ棗家の長男・棗広海と、涼介、淡十郎が同じクラスになった時、力で
力を洗う戦いの幕が上がる・・・！（２０１１）

当　　館
913 糸車 宇江佐　真理 7時間06分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　船宿の不良娘と質屋のドラ息子の逃避行、茶酌娘と元恋人の切れぬ縁、そしてお絹自身に芽
生えた静かな愛情･･･、心に紡がれる恋の模様。（２０１３）

当　　館
913 オブ・ラ・ディ 小路　幸也 8時間51分 （青　い　鳥）

オブ・ラ・ダ （下　田　千恵子）

　堀田家に春がきた。勘一のひ孫たちも大きくなり、中学３年の花陽は受験生、夢に向かって
猛勉強中。研人は中学校に入学、大好きな音楽の練習に打ち込む毎日だ。そんなある日、一家
にとって大切な人の体調が思わしくないことが分かり・・・。出会いがあり、別れがあり。シ
リーズ最新刊、たくさんの愛をこめて。（２０１１）

当　　館
913 語りつづけろ、届くまで 大沢　在昌 11時間03分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　新商品センベイの草の根宣伝のため、東京下町でのボランティア活動に精を出す坂田には、
ひそかな楽しみがあった。言葉は悪く化粧気はないが、老人たちにはとても優しいサッコこと
小川咲子が気になって仕方ないのだ。祖父仕込みの将棋と自然体な配慮で男を上げつつあった
サカタに、健康枕販売のセールス指導のバイトが持ちかけられる。サッコの冷たい視線が気に
なりつつも、打合せのために会場に出向いてみると、そこには死体が・・・。さらに巻き込ま
れつづけ事態はひどくなりつづけ、それでも抜けられなくなっていく。（２０１２）

当　　館
913 勝ち逃げの女王 垣根　涼介 9時間12分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　大ヒット人気シリーズ「君たちに明日はない」第４弾！どんなに時代が悪くても、仕事をが
んばる人がいる･･･。団塊の世代からバブル謳歌組、はたまたロスジェネ世代までリストラ請負
人・村上真介が、サラリーマンの迷いをぶった斬る！（２０１２）

16



当　　館
913 神様のカルテ３ 夏川　草介 11時間50分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　「医者をなめてるんじゃない？自己満足で患者のそばにいるなんて、信じられない偽善者よ」
映画も大ヒットの超ベストセラーシリーズ、２年ぶりの最新作！青年医師・栗原一止に訪れた、
最大の危機！（２０１２）

当　　館
913 神去なあなあ夜話 三浦　しをん　 6時間48分 （青　い　鳥）

（新　井　道　子）

　三重県の山奥で、林業に取り組む平野勇気、二十歳。神去村の起源、住人の暮らし、もちろ
ん恋にも、ぐいぐい迫ります。お仕事小説の旗手が贈る、林業エンタテインメント小説の傑作。
秘密がいっぱいの神去村へようこそ！（２０１２）

当　　館
913 歓喜の仔（上） 天童　荒太 10時間25分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　愛も夢も奪われた。残されたものは、生きのびる意志だけだった。『永遠の仔』『悼む人』
を経て、天童文学はここまで進化を遂げた。日本の現実を抉り、混迷する世界と繋がり、私た
ちの魂を源から震撼させる金字塔、ここに。（２０１２）

当　　館
913 歓喜の仔（下） 天童　荒太 11時間25分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　運命を切り拓く勇気ある者の胸に高らかに鳴り響け、《歓びの歌》。いじめ、差別、テロ、
裏切り･･･。この残酷な世界で、なぜ人類は滅びないのか？生き抜くための“道標”世界文学
の誕生。（２０１２）

913 カンパニュラの銀翼 中里　友香 13時間49分 日本点字図書館

当　　館
913 〈完本〉初ものがたり 宮部　みゆき 11時間15分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　新作３篇をひっさげて茂七親分が帰ってきた！茂七とは、手下の糸吉、権三とともに江戸の
下町で起こる難事件に立ち向かう岡っ引き。謎の稲荷寿司屋、超能力をもつ拝み屋の少年など、
気になる登場人物も目白押し。鰹、白魚、柿、菜の花など、季節を彩る「初もの」を巧みに織
り込んだ物語は、ときに妖しく、哀しく、優しく艶やかに人々の心に忍び寄る。ミヤベ・ワー
ルド全開の人情捕物ばなし。（２０１３）
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当　　館
913 きのうの神さま 西川　美和 5時間34分 （青　い　鳥）

（皆　川　昌　子）

　私の未知数は、あの夫に全てやってしまった･･････人の業、脆さ、卑屈な感情を独自の筆致
で丹念に描き出し、直木賞候補になった傑作が待望の文庫化。（２００９）

当　　館
913 麒麟の翼 東野　圭吾 9時間30分 （青　い　鳥）

（草　野　千代子）

　誰も信じなくても、自分だけは信じよう･･･。父が息子に、息子が父に抱いていた、本当の思
いとは。加賀シリーズ第９作待望の文庫化！（２０１１）

当　　館
913 禁断の魔術 東野　圭吾 10時間08分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　湯川が殺人を？「自業自得だ。教え子に正しく科学を教えてやれなかったことに対する罰だ」
ガリレオシリーズ初の完全書き下ろし。（２０１２）

当　　館
913 銀二貫 髙田　郁 7時間30分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　大坂天満の寒天問屋の主・和助は、仇討ちで父を亡くした鶴之輔を銀二貫で救う。大火で焼
失した天満宮再建のための大金だった。引きとられ松吉と改めた少年は、商人の厳しい躾と生
活に耐えていく。料理人嘉平と愛娘真帆ら情深い人々に支えられ、松吉は新たな寒天作りを志
すが、またもや大火が町を襲い、真帆は顔半面に火傷を負い姿を消す･･･。（２０１０）

当　　館
913 謹訳　源氏物語　八 林　望 14時間22分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　「幻」から八年。源氏亡きあと、出生の秘密に悩む薫。美しくドラマティックな傑作「宇治
十帖」の幕が開く。（２０１２）

当　　館
913 謹訳　源氏物語　九 林　望 11時間11分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　父も姉も亡くした宇治の中君が匂宮の元へ移ることになり、薫は後悔の念に駆られる。恋の
苦しさを描き出す傑作「宇治十帖」、クライマックスへ。（２０１３）
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当　　館
913 謹訳　源氏物語　十 林　望 13時間03分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　薫と匂宮の間で懊悩する浮舟。大いなる余韻を残し、物語は終わりを迎える。林望畢生の大
作、堂々完結。（２０１３）

当　　館
913 五二屋傳蔵 山本　一力 18時間44分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　幕末の江戸深川、質屋の主・傳蔵と、その蔵を狙う盗賊との攻防をめぐる、謎と興奮と、人
情に満ちた長篇時代小説！客の人生まで預かるのが質屋稼業だ。（２０１３）

913 黒猫の遊歩あるいは 森　晶麿 7時間36分 日本点字図書館
美学講義

当　　館
913 心 姜　尚中 7時間40分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　直広君、君にわたしの息子の最後の言葉を送りたいのです。「末永く、元気で」。先生と学
生の心の交流。『母―オモニ』から三年ぶりの長編小説。（２０１３）

当　　館
913 心がわり 諸田　玲子 7時間40分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　かつての想い人への恋情を胸に収め、夫・万之助との平穏で温かな日々を過ごす結寿。そん
な折、居候の老女のもとへ親戚を名乗る大男が転がり込むが･･････。人気時代連作シリーズ最
新作！（２０１２）

当　　館
913 彩雲国秘抄　骸骨を乞う 雪乃　紗衣 24時間08分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　後に「最上治」と謳われる国王・紫劉輝の治世の陰には、彗星のごとく現れ消えて、また生
まれゆく生命があった･･･。大ヒットシリーズ「彩雲国物語」の知られざるエピソードを書き
下ろした、著者渾身の連作短編集！（２０１２）

当　　館
913 桜ほうさら 宮部　みゆき 17時間36分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　桜がご縁でめぐり逢った人々。次々に起きるミステリアスな事件。人生の切なさ、ほろ苦さ、
人々の温かさが心に沁みる物語。（２０１３）
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当　　館
913 サファイア 湊　かなえ 7時間38分 （青　い　鳥）

（谷　百　合　子）

　７つの宝石に込められたそれぞれの想い。あなたに返し忘れたもの。それは･･････。湊かな
えの新境地！（２０１２）

当　　館
913 白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ 8時間18分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　ネット炎上、週刊誌報道が過熱、口コミで走る衝撃、女同士の「噂」が暴走する。湊かなえ
による、傑作ミステリ長編！（２０１２）

当　　館
913 晴天の迷いクジラ 窪　美澄 12時間39分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　デザイン会社に勤める由人は、失恋と激務でうつを発症した。社長の野乃花は、潰れゆく会
社とともに人生を終わらせる決意をした。死を選ぶ前にと、湾に迷い込んだクジラを見に南の
半島へ向かった二人は、道中、女子高生の正子を拾う。母との関係で心を壊した彼女もまた、
生きることを止めようとしていた・・・。苛烈な生と、その果ての希望を鮮やかに描き出す長
編。山田風太郎賞受賞作。（２０１２）

当　　館
913 千両かんばん 山本　一力 9時間52分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　失意の看板職人が挑む起死回生の大一番。価千金の新趣向で誇りと気概を取り戻せ！痛快無
比の時代長編！（２０１３）

当　　館
913 ソロモンの偽証 宮部　みゆき 30時間01分 （青　い　鳥）

第Ⅰ部　事件 （椎　橋　八重子）

　クリスマスの朝、雪の校庭に急降下した１４歳。彼の死を悼む声は小さかった。けど、噂は
強力で、気がつけばあたしたちみんな、それに加担していた。そして、その悪意ある風評は、
目撃者を名乗る、匿名の告発状を産み落とした。新たな殺人計画。マスコミの過剰な報道。狂
おしい嫉妬による異常行動。そして犠牲者が一人、また一人。学校は汚された。ことごとく無
力な大人たちにはもう、任せておけない。学校に仕掛けられた史上最強のミステリー。
（２０１２）

当　　館
913 大逆説！信長の野望 志茂田　景樹 10時間57分 （いづみの会）

（小　塚　美　枝）

　もし『本能寺の変』で信長が殺されていなかったらその後の日本は大きく変わっていたに違
いない。死ななかった信長とその後の鬼神の如き行動と、彼の"信長王国"を描く、壮大・痛快
な一大歴史シミュレーション。（１９９２）
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当　　館
913 月の影　影の海（上） 小野　不由美 6時間37分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　謎の男、ケイキとともに海に映る月の光をくぐりぬけ、高校生の陽子がたどりついたのは地
図にない国、巧国。おだやかな風景とは裏腹に闇から躍り出た異形の獣たちとの苛烈な戦いに
突きおとされる。なぜ、孤独な旅を続ける運命となったのか、天の意とは何か。（２０００）

当　　館
913 月の影　影の海（下） 小野　不由美 6時間21分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　容赦なく襲い来る妖魔を相手に、戦い続ける陽子。度重なる裏切りで傷ついた心を救ったの
は、半獣の楽俊との出会いだった。陽子が故国へ戻る手掛かりを求めて、雁国の王を訪ねた二
人に、過酷な運命を担う真相が明かされる。（２０００）

当　　館
913 冬芽の人 大沢　在昌 12時間58分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　心を閉ざした女が一人の男と出会った時、終わったはずの事件が牙を剥く。彼を守れるのは、
私だけ･･･元刑事の孤独な戦いがはじまった。胸を熱くする極上のエンタテインメント！
（２０１３）

ジョエル・
　サーナウ 当　　館

913 ２４　TWENTY FOUR Ⅷ　③ ロバート 10時間23分 （青　い　鳥）
 コクラン 原案 （平　野　洋　子）
阿部　清美　訳

　サミール一味のＥＭＰ攻撃によってＣＴＵの機能は麻痺。ニューヨーク市内で核燃料棒を追
うジャックとコールは、孤立無援の状況に陥る。システム復旧のため訪れた国家安全保障局の
担当者と対立したクロエは、意を決して銃を手に取ると、大胆な策に出る。そしてルネはジャ
ックを救うため、単身で捜索に向かうのだった。一方、カイラが無事に戻ったことで、ハッサ
ン大統領一家は絆を確かめ合っていた。彼らが空軍基地への避難を開始するのと時を同じくし
て、ジャックたちの奮闘も空しく、ついに燃料棒がマンハッタンに運び込まれてしまう。その
直後、サミールのもとに一本の電話が入る。かけてきたのは、ＣＴＵのある人物だった･･･。
（２０１０）
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ジョエル・
　サーナウ 当　　館

913 ２４　TWENTY FOUR Ⅷ　④ ロバート 11時間02分 （青　い　鳥）
 コクラン 原案 （平　野　洋　子）
阿部　清美　訳

　ロシアの陰謀を暴くため、そしてルネの無念を晴らすために、大統領命令に背いてヘリで逃
亡したジャック。彼がデイナからロシア関与の証拠を入手すれば、和平交渉は白紙に戻ってし
まう。テイラー大統領は葛藤しつつも、ローガンの進言を受け入れ、民間軍事組織にデイナを
拘束させるのだった。一方、市中に降り立ったジャックにデイナの居場所を問われたクロエは、
おとり作戦でジャックを確保しようと考え、コールが待機する工場跡に彼を誘導。それとは別
の場所に移されたデイナが、凄惨な拷問にかけられようとする頃、ダリア・ハッサンを後継と
して和平交渉再開を宣言するテイラーだったが―。たった独りで超大国と対峙するジャックの
命運は？超人気シリーズ、堂々の完結。（２０１１）

当　　館
913 十津川警部　秩父ＳＬ・ 西村　京太郎 5時間35分 （青　い　鳥）

三月二十七日の証言 （斉　藤　ツチエ）

　消費者金融の元社長夫妻殺害！逮捕した犯人はＳＬ乗車中だった！？鉄壁のアリバイに挑む
十津川警部。旅情ミステリー。（２０１２）

913 トッカン 高殿　円 11時間08分 日本点字図書館

当　　館
913 母　オモニ 姜　尚中 8時間32分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　太平洋戦争が始まる年、許婚の父を訪ねて18歳の母は単身、朝鮮から日本に渡った。熊本で
終戦を迎え、「在日」の集落に身を寄せる。そして、祖国の分断。正業に就くことも祖国に還
ることもできない。貧困に喘ぎながら生きることに必死だった他の在日一世たちとともに、忍
従の日々を過ごす。ひたむきに、「家族」を守るために―。かけがえのない母の記憶をたどり、
切なる思いをつづった著者初の小説。（２０１０）

当　　館
913 百年桜 藤原　緋沙子 5時間55分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　悔いなどない。向こう岸には捜し求めた人がいる。隅田川の渡しが運ぶ、五人の男女の切な
い人生模様。累計３００万部突破、江戸の人々をいとおしく見つめる名手の筆、ますます冴え
わたる！（２０１３）
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当　　館
913 編集ガール！ 五十嵐　貴久 8時間02分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　高沢久美子は出版社に勤める27歳。といっても経理部員だ。会社には秘密だけれど、単行本
編集部に勤務する31歳の加藤学とは付き合って三年。そろそろ結婚の話も出ている。ところが
ある日、ワンマン社長の長沼からいきなり新雑誌の編集長に任命された。以前、適当に書いた
企画書が通ってしまったのだ！女性ファッションの通販雑誌を自分で創刊するなんて、久美子
にできるわけがない。新編集部のメンバーは社内よりすぐりのツワモノばかり。その上、彼氏
の学まで部下になるなんて!素人ばかりの編集部は前途多難…。（２０１２）

当　　館
913 望郷 湊　かなえ 7時間31分 （青　い　鳥）

（松　川　紘　子）

　愛すること、憎むこと、赦すこと、そして･･･闘うこと。島に生まれ育った人々が織りなす、
心の奥底を揺さぶる連作短篇集。（２０１３）

当　　館
913 ホテルローヤル 桜木　紫乃 4時間59分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　恋人から投稿ヌード写真撮影に誘われた女性店員、「人格者だが不能」の貧乏寺住職の妻、
舅との同居で夫と肌を合わせる時間がない専業主婦、親に家出された女子高生と、妻の浮気に
耐える高校教師、働かない十歳年下の夫を持つホテルの清掃係の女性、ホテル経営者も複雑な
事情を抱え…。（２０１３）

当　　館
913 本にだって雄と雌が 小田　雅久仁 13時間07分 （青　い　鳥）

あります （中　里　真理子）

　大阪の旧家で今日も起こる幸せな奇跡。本だらけの祖父母の家には禁忌があった。書物の位
置を決して変えてはいけない。ある蒸し暑い夜、九歳の少年がその掟を破ると書物と書物がば
さばさと交わり、見たこともない本が現れた！本と本が結婚して、新しい本が生まれる！？血
脈と蔵書と愛にあふれた世界的ご近所ファンタジー！（２０１２）

当　　館
913 魔性の子 小野　不由美 11時間24分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　どこにも、僕のいる場所はない。教育実習のため母校に戻った広瀬は、高里という生徒が気
に掛かる。周囲に馴染まぬ姿が過ぎし日の自分に重なった。彼を虐めた者が不慮の事故に遭う
ため、「高里は祟る」と恐れられていたが、彼を取り巻く謎は、“神隠し”を体験したことに
関わっているのか。広瀬が庇おうとするなか、更なる惨劇が。心に潜む暗部が繙かれる、「十
二国記」戦慄の序章。（２０１２）
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当　　館
913 光圀伝 冲方　丁 27時間55分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　何故この世に歴史が必要なのか。生涯を賭した「大日本史」の編纂という大事業。大切な者
の命を奪ってまでも突き進まねばならなかった、孤高の虎・水戸光圀の生き様に迫る。『天地
明察』に次いで放つ時代小説第二弾！（２０１２）

当　　館
913 むつかしきこと承り候 岩井　三四二 7時間40分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　江戸時代、薬屋ながら副業として公事(裁判)の相談に乗る時次郎。そこそこ儲かってはいる
が、高い書物を買うので余裕はあまりない。その事と子作りに熱心でない事を恋女房からは責
められ通しだ。おまけに持ち込まれるもめ事は、一筋縄ではいかないものばかり。不貞を働い
たとして殺された夫の潔白を証明したいと言われたり、破産したのに財産を隠していた相手か
ら金を取り戻したいなどなど。さて、次はどんな厄介な事件が舞い込んでくるのやら？
（２０１３）

当　　館
913 やぶへび 大沢　在昌 7時間08分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　記憶を失くした見知らぬ妻。彼女はやはり、地獄からの使者なのか。愛と悲しみのどんでん
返しに向かって突き進む超高速弾丸エンターテインメント！（２０１０）

当　　館
913 闇医者おゑん秘録帖 あさの　あつこ 6時間17分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　女の人生は一つではない。哀しい子を身ごもった女たちが闇医者をすがってやってくる。お
ゑんが診るのは、患者の身と心。（２０１３）

当　　館
913 幽霊の涙 諸田　玲子 8時間59分 （青　い　鳥）

（浅　賀　千　鶴）

　この家に生まれた宿命なのか。絆とは何か。ふたたび密命が下った。試練がまた始まる。心
がじんわりする好評シリーズ最新作！（２０１１）

当　　館
913 よろずのことに 川瀬　七緒 11時間27分 （青　い　鳥）

気をつけよ （外　山　洋　子）

　都内に住む老人が自宅で惨殺された。奇妙なことに、遺体は舌を切断され、心臓をズタズタ
に抉られていた。さらに、縁の下からは「不離怨願、あたご様、五郎子」と記された呪術符が
見つかる。なぜ老人はかくも強い怨念を受けたのか？日本の因習に絡む、恐るべき真相が眼前
に広がる！第５７回江戸川乱歩賞受賞作。（２０１１）
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当　　館
913 来春まで 諸田　玲子 6時間55分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　ここに帰る家があり、頼れる人がいる。主が嫡男に家督を譲った。が、矢島家を訪ねる者は
跡を絶たない。知恵と慈愛に充ちたシリーズ最新作。（２０１３）

当　　館
913 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸　潤 12時間25分 （青　い　鳥）

（松　川　紘　子）

　大手ライバル企業に攻勢をかけられ、業績不振にあえぐ青島製作所。リストラが始まり、歴
史ある野球部の存続を疑問視する声が上がる。かつての名門チームも、今やエース不在で崩壊
寸前。廃部にすればコストは浮くが･･･社長が、選手が、監督が、技術者が、それぞれの人生と
プライドをかけて挑む奇跡の大逆転とは。（２０１２）

当　　館
913 ６４　ロクヨン 横山　秀夫 21時間07分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　昭和６４年に起きたＤ県警史上最悪の誘拐殺害事件を巡り、刑事部と警務部が全面戦争に突
入。広報・三上は己の真を問われる。究極の警察小説！（２０１２）

914 石牟礼道子　椿の海の記 石牟礼　道子 8時間09分 日本点字図書館

914 亀井勝一郎　 亀井　勝一郎 9時間50分 日本点字図書館
我が精神の遍歴

当　　館
914 瓦礫の中の幸福論 渡辺　淳一 4時間12分 （青　い　鳥）

（田　部　井　猛）

　あの時、日本人はなぜ「絶望」を「希望」に変えることができたのか？すべてを引き受けて、
一歩踏み出す。秘蔵のエピソードを交えて綴る渡辺流人生論の集大成！（２０１２）

当　　館
914 間抜けの構造 ビートたけし 4時間36分 （青　い　鳥）

（原　口　　豊）

　“間”の取り方で世界は変わる！漫才、映画、会話、そして人生･･････この世で一番大事な
“間”の話。（２０１２）
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当　　館
914 やさしさグルグル 行正　り香 2時間53分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　「元気がないとき、食べるもの･･･。みつ豆、チョコレートケーキ、マンゴーパフェ。ステー
キはやっぱり、元気が出ると思うなあ」人気料理屋・行正り香の初エッセイ集。（２００８）

915 池田満寿夫 池田　満寿夫 13時間24分 日本点字図書館
日付のある自画像

当　　館
916 アスペルガーですが、 アズ直子 3時間14分 （青　い　鳥）

妻で母で社長です。 （小　口　佳　子）

　どうして本当のことを言ってはいけないの？本書は、場の空気が読めない、会話が噛み合わ
ない、周囲も人も傷つけてしまう、と悩み生きづらい毎日を送っていた著者が、アスペルガー
診断後自ら見出した「傾向と対策」ルールによって人生を切り開いていった物語です。この一
冊を読み終えるころにはきっと新らしい第一歩を踏み出す力がわいてくることでしょう。今悩
んでいる方、必読のバイブルです。（２０１１）

当　　館
916 祈りの作法 玄侑　宗久 8時間41分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　どんなに、心が揺らいでもかまわない。まずは、祈ることから始めよう。今ほど、人生の成
熟が問われている時代はなかった。震災・原発事故後の日本に蔓延する「正義」と「安全」へ
の妄信を断ち切らねばならない。しかし、無力なる我々にできることは残っているのか？フク
シマに暮らす僧侶兼作家がほとばしる思いで「祈り」を説き、「目に見えないもの」の価値を
訴えた、警醒と智慧の書。（２０１２）

916 小野田寛郎 小野田　寛郎 7時間57分 日本点字図書館
わがルバン島の３０年戦争

安武　信吾 当　　館
916 はなちゃんのみそ汁 安武　千恵 5時間16分 （青　い　鳥）

安武　はな （小　川　温　子）

　はな、毎朝のみそ汁つくり、がんばってるよ。天国のママとの約束だからね。がんで逝った
３３歳の母が、５歳の娘に遺したもの･･･。人気ブログ「早寝早起き玄米生活」の一家の物語。
（２０１２）
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―　外国文学　―

ゲイル・
933 アレクシア女史、 キャリガー 13時間15分 日本点字図書館

飛行船で人狼城を訪う 川野　靖子　訳

スティーヴ・
933 解錠師 ハミルトン 15時間43分 日本点字図書館

越前　敏弥　訳

ジャック・
933 彷徨える艦隊３ キャンベル 11時間50分 日本点字図書館

月岡　小穂　訳

Ｗ・ブルース・ 当　　館
933 野良犬トビーの キャメロン 14時間21分 （青　い　鳥）

愛すべき転生 青木 多香子 訳 （潟　田　礼　子）

　兄弟姉妹に囲まれ、野良犬としてこの世に生を受けた僕。驚くことに生まれ変わり、少年イ
ーサンの家に引き取られ、ベイリーと名づけられる。イーサンと喜びも悲しみも分かち合って
成長した僕は、歳を取り幸福な生涯を閉じる。ところが、目覚めると、今度はメスのエリーに
なっていた！警察犬として厳しい訓練を受け、遭難した少年の救助に命がけで向かうが･･･。
（２０１２）

ｾｼﾙ･ｽｺｯﾄ･
933 パナマの死闘 ﾌｫﾚｽﾀｰ 10時間54分 日本点字図書館

髙橋　泰邦　訳

ジェフリー・ 当　　館
933 バーニング・ワイヤー ディーヴァー 21時間07分 （青　い　鳥）

池田 真紀子 訳 （松　崎　佐知子）

　電気という目に見えない凶器を使い、ニューヨークを人質にとる。シリーズ史上もっとも規
模の大きな犯罪計画をひっさげて今回の犯人は登場します。殺戮を辞さぬ冷酷な敵。その狙い
はどこにあるのか。そいつは何者なのか。惨劇への秒読みを止めることはできるのか。緊迫の
シリーズ第９作、ついに日本刊行です。（２０１２）

ｽｺｯﾄ・
933 ベヒモス ｳｴｽﾀｰﾌｪﾙﾄﾞ 14時間18分 日本点字図書館

小林　美幸　訳
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ｴﾘﾝ・
933 夜のサーカス ﾓｰｹﾞﾝｽﾀｰﾝ 16時間30分 日本点字図書館

宇佐川 晶子 訳

モーリス・ 当　　館
953 ルパン、最後の恋 ルブラン 7時間02分 （青　い　鳥）

平岡　敦 訳 （小　川　温　子）

　父を亡くした娘を次々と襲う怪事件。陰ながら彼女を見守るアルセーヌ・ルパンは、見えな
い敵に苦戦する。著者が生前に執筆しながらも未発表のまま封印されてきた幻のシリーズ最終
作、ついに解禁！（２０１２）
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　　　　　　　　デイジー録音雑誌

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 日本ライトハウス
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

週　刊 読売新聞編集手帳 読売新聞 1時間 滋賀県立
視覚障害者センター

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
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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

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
協会情報提供センター

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 朝日歌壇 朝日新聞 1時間30分 鳥取県ライトハウス
点字図書館

月　刊 朝日俳壇 朝日新聞 1時間30分 鳥取県ライトハウス
点字図書館

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
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月　刊 角川俳句 角川書店 4時間30分 町田市立中央図書館

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 月刊はまゆう はまゆう 1時間30分 横須賀市点字図書館

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 信徒の友 信徒の友 6時間 静岡キリスト教
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 世　界 世　界 26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
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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

月　刊 東京新聞筆洗 東京新聞 1時間 昭島市民図書館

月　刊 東洋経済 週刊東洋経済 1時間30分 西宮視覚障害者図書館

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
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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

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

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

季　刊 歴史読本 歴史読本 15時間 富山県視覚障害者
福祉センター
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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



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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