
☆　☆　☆　　凡　　例　　☆　☆　☆

１．この録音図書目録は、平成２６年４月から平成２７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
　　　　　　　　マ　：マルチメディアデイジー図書
　　　　　　　　☆　：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 ５０歳からの勉強法 童門　冬二 5時間12分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　５１歳まで都庁勤めで激務をこなし、退職後に５６歳でベストセラー『小説　上杉鷹山』を
上梓、８６歳を超えても最前線で活躍を続ける、その秘訣とは？（２０１３）

当　　館
159 望んでいるものが手に 心屋　仁之助 3時間05分 （や　ま　び　こ）

入らない本当の理由 （廣　岡　啓　子）

　欲しいものを手に入れたかったら、イヤなことを「受けとる」ことから始めよう。性格リフ
ォーム心理カウンセラーが、自身の体験から得た、人生がうまくいく方法を紹介する。実践レ
ッスンも収録。（２０１３）

☆
184 いのちの説法　第一話 瀬戸内　寂聴 0時間51分 日本音声保存

生きることは愛すること

☆
184 いのちの説法　第二話 瀬戸内　寂聴 0時間51分 日本音声保存

めぐりあって独り

☆
184 いのちの説法　第三話 瀬戸内　寂聴 0時間50分 日本音声保存

傷つけて、許されて

☆
184 いのちの説法　第四話 瀬戸内　寂聴 0時間51分 日本音声保存

絶望しないで

☆
184 いのちの説法　第五話 瀬戸内　寂聴 0時間55分 日本音声保存

心の自由が元気のもと
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☆
184 いのちの説法　第六話 瀬戸内　寂聴 0時間58分 日本音声保存

精一杯生きること

☆
184 こころがたり（一） 瀬戸内　寂聴 0時間58分 文藝春秋

愛するということ

☆
184 こころがたり（二） 瀬戸内　寂聴 0時間57分 文藝春秋

生きるということ

☆
184 こころがたり（三） 瀬戸内　寂聴 0時間57分 文藝春秋

老いて華やぐ

当　　館
188 心配事の９割は起こらない 枡野　俊明 4時間39分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　余計な悩みを抱えないように、他人の価値観に振り回されないように、無駄なものをそぎ落
として、限りなくシンプルに生きる。禅僧にして、大学教授、庭園デザイナーとしても活躍す
る著者がやさしく語りかける「人生のコツ」。（２０１３）

当　　館
198 面倒だから、しよう 渡辺　和子 3時間06分 （や　ま　び　こ）

（廣　岡　啓　子）

　毎日を新しく、ていねいに生きるために。幸せは、いつもあなたの心が決める。“置かれた
場所で咲く”には？私の答えを一冊にまとめてみました。（２０１３）

２．歴史・地理

当　　館
209 学校では教えない 池上　彰 7時間52分 （青　い　鳥）

「社会人のための現代史」 （森　　良　枝）

　「円高」や「反日」など身近なナゾが現代史から解けます！「日経新聞」人気連載「国際ニ
ュースがわかった」とビジネスパーソンに大反響！（２０１３）

289 安倍能成　戦後の自叙伝 安倍　能成 11時間07分 日本点字図書館
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289 天野貞祐 天野　貞祐 8時間59分 日本点字図書館
わたしの生涯から

289 井上光貞　 井上　光貞 11時間06分 日本点字図書館
わたくしの古代史学

289 西園寺公一　回顧録 西園寺　公一 11時間59分 日本点字図書館
「過ぎ去りし、昭和」

当　　館
289 鎮魂の旅路 横井　美保子 6時間23分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　元日本兵・横井庄一との運命的な出会い。混迷を深める時代の中で“横井さん”に寄り添い、
妻として貫いた思いとは。奪われた時間、空白の３０年と闘う「横井の戦後」が見えてくる。
横井庄一の戦後を生きた妻の手記。（２０１１）

289 塚本幸一　わが青春譜 塚本　幸一 4時間26分 日本点字図書館

289 新島襄　わが人生 新島　襄 13時間18分 日本点字図書館

289 山野愛子　愛チャンは 山野　愛子 6時間10分 日本点字図書館
いつも本日誕生

291 今井通子　私の北壁 今井　通子 9時間37分 日本点字図書館
マッターホルン

３．社会科学

当　　館
302 住んでみたドイツ 川口マーン惠美 5時間02分 （青　い　鳥）

８勝２敗で日本の勝ち （草　野　千代子）

　不便で窮屈なドイツ･･･日本人は世界一の楽園に住んでいた！（２０１３）
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この社会で戦う君に 当　　館
304 「知の世界地図」を 池上　彰 8時間35分 （青　い　鳥）

あげよう （森　　良　枝）

　池上彰教授が「教養」という鎧を配る！東工大教授でもある池上さんがよい会社・悪い経営
者の見分け方からお金と幸福の関係まで「世間」のしくみを徹底講義。（２０１２）

この日本で生きる君が 当　　館
304 知っておくべき 池上　彰 7時間51分 （青　い　鳥）

「戦後史の学び方」 （谷　百　合　子）

　池上さんの座右の銘は「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」。どん底日本を変えるため
に、ほんとうの戦後史を学びたい人への一冊。（２０１３）

当　　館
312 政治のことよくわからない 池上　彰 7時間24分 （青　い　鳥）

まま社会人になった人へ （佐　藤　千恵子）

　「民主主義とは？」「内閣とは？」「衆議院と参議院の違いは？」「国会議員の仕事は？給
料は？」「各省庁の役割は？」世界でいちばんやさしい「政治」の本。（２０１４）

当　　館
323 女子会「憲法」サークル 近藤　三津枝 5時間58分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　女子目線からの「改憲」セミナー。子育て、家族、「３・１１」･･･憲法に活かしていこう。
男子も参加可！（２０１３）

当　　館
330 経済のことよくわからない 池上　彰 4時間55分 （青　い　鳥）

まま社会人になった人へ （森　　良　枝）

　「経済のことよくわからないまま社会人になってしまった」と後悔しているあなたへ。知っ
ておくべき基礎知識を簡単にまとめた、世界一わかりやすい経済の本。（２０１４）

当　　館
331 池上彰のやさしい経済学１ 池上　彰 7時間06分 （青　い　鳥）

しくみがわかる （藤　原　典　子）

　「お金はなぜお金なのか」「見えざる手によって導かれる経済とは」むずかしいと思われが
ちな経済学を、日常生活の視点から眺め基礎の基礎から解説しました。この１冊で最新ニュー
スも驚くほど理解が深まります。実際の大学講義を、ライブ感そのままに編集した、大好評単
行本を文庫化。（２０１３）
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当　　館
335 競争力 三木谷　浩史 6時間59分 （青　い　鳥）

三木谷　良一 （田　部　井　猛）

　イノベーション、規制撤廃、教育、金融財政政策･･････すべての処方箋を、経済学者である
父と徹底討論した、日本人必読の一冊。（２０１３）

当　　館
336 嫌われ者の流儀 野村　克也 5時間43分 （青　い　鳥）

竹中　平蔵 （田　部　井　猛）

　嫌われ者だからこそわかる真理！だから二人は嫌われる！！（２０１４）

当　　館
338 なぜ日本は破綻寸前なのに 藤巻　健史 5時間12分 （青　い　鳥）

円高なのか （小　口　佳　子）

　今は円暴落前の「嵐の前の静けさ」「円」資産のみでは危険すぎる！（２０１２）

当　　館
367 ラブレスセックス 酒井　あゆみ 5時間36分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　その「中学生」は、なぜ売春を始めたのか。還暦過ぎて風俗デビュー、究極の「熟女」デリ
ヘル嬢の赤裸々な告白。ホスト幹部たちとのセックスに明け暮れる女子高生が考えていること。
元風俗嬢の著者が、現代の性をドキュメント！（２０１３）

当　　館
369 高齢者イキイキ！ 斉藤　道雄 4時間58分 （青　い　鳥）

音楽レクリエーション （佐　藤　千恵子）

　お年寄りの皆さんが楽しく取り組める、音楽を使ったレクリエーションを紹介した本。付属
のＣＤのピアノ演奏を伴奏に使ったりできて便利です。（２０１３）

マ
障害者差別

369 概説　障害者差別解消法 解消法解説 6時間05分 日本点字図書館
編集委員会

369 障害者白書 8時間37分 日本盲人会連合
平成２６年版

369 図説　よくわかる 坂本　洋一 17時間03分 ロゴス点字図書館
障害者総合支援法
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369 山高しげり 山高　しげり 8時間06分 日本点字図書館
母子福祉四十年

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第１巻　北海道 0時間48分 日本コロンビア
コロポックル

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第２巻　東北地方① 1時間01分 日本コロンビア
宝ひょうたん

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第３巻　東北地方② 0時間51分 日本コロンビア
恩返しの鶴

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第４巻　北陸地方 0時間45分 日本コロンビア
瓜姫とあまのじゃく

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第５巻　関東地方 0時間50分 日本コロンビア
たのきゅう

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第６巻　東海・甲信地方 0時間48分 日本コロンビア
下田富士と駿河富士

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第７巻　近畿地方 0時間46分 日本コロンビア
浦島太郎

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第８巻　中国地方 0時間47分 日本コロンビア
花咲かじいさん
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☆
ふるさとのむかしむかし

388 第９巻　四国地方 0時間54分 日本コロンビア
地獄と業師

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第１０巻　九州地方① 0時間52分 日本コロンビア
百合若大臣

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第１１巻　九州地方② 0時間56分 日本コロンビア
聞き耳ずきん

☆
ふるさとのむかしむかし

388 第１２巻　沖縄 0時間56分 日本コロンビア
ハブの恩返し

４．自然科学・医学

当　　館
490 いつもこどものかたわらに 細谷　亮太 7時間42分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　小児難病の治療に半生を捧げる専門医が、子どもとその家族のために働く日々を綴った感動
エッセイ。（２０１４）

当　　館
490 野垂れ死にの覚悟 曽野　綾子 4時間41分 （青　い　鳥）

近藤　誠 （森　良　枝）

　大量老年難民の時代を前に思い通りにならない人生を後悔しない、潔い生き方とは？治療し
ない医者と医者にかからない作家の異色対談。（２０１４）

当　　館
492 長生きしたけりゃ 鬼木　豊 3時間26分 （青　い　鳥）

ふくらはぎをもみなさい 槙　孝子 （森　良　枝）

　血液の７０％が集まる下半身の血流を上げれば病気にならない！もむだけで、体が温まって
免疫力がアップする最強の健康法！（２０１３）
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当　　館
493 長生きのスイッチを 了德寺　健二 6時間49分 （青　い　鳥）

教えます （森　良　枝）

　不眠症、糖尿病、生活習慣病、うつ、認知症、難聴、白内障等に劇的な改善例数々！「スト
レスフリー療法」によって生み出された大幅な血流増加が、原因不明とされた諸々の疾病の改
善を果たす。（２０１３）

498 厚生労働白書 厚生労働省 8時間50分 日本盲人会連合
平成２５年版

当　　館
498 ３分でスッキリ美人！ 北洞　誠一 2時間00分 （青　い　鳥）

あべこべ体操 （岩　波　ゆり子）

　テレビで話題の超爽快ストレッチ！肩こり、腰痛を解消して簡単に、すっきりやせる！目か
らウロコの新ストレッチ！（２０１２）

当　　館
498 ＨＥＡＬＴＨ 川田　浩志 7時間08分 （青　い　鳥）

ＨＡＣＫＳ！ （佐　藤　千恵子）

　自己責任時代の三大自己投資は、勉強、お金、そして健康だ！ビジネス書をこよなく愛す気
鋭の熱血医師が同世代の若きビジネスパーソンにおくるバリューアップ・ストラテジー！すべ
て科学的エビデンスつき！（２００９）

当　　館
498 食べものだけで余命３か月 髙遠　智子　 5時間16分 （青　い　鳥）

のガンが消えた （小　野　宏　子）

　食べることは、生きること。フランスで食べたトマトが、私を蘇生させた。生命力が湧き出
る、食材とレシピを紹介。（２０１４）

５．技術・工学・生活科学

当　　館
543 プロメテウスの罠４ 朝日新聞 7時間34分 （青　い　鳥）

特別報道部 （摩　庭　洋　子）

　朝日新聞連載ルポの書籍化第４弾。福島原発事故からまる２年が経過したが、収束するどこ
ろか、ますます被災者たちの苦悩は深まるばかり。滞る除染、原発の再稼動問題など、日本の
原発のありかたを問う。気鋭の記者たちの渾身のリポートだ。（２０１３）
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当　　館
543 プロメテウスの罠５ 朝日新聞 8時間08分 （青　い　鳥）

特別報道部 （摩　庭　洋　子）

　朝日新聞連載の書籍化第５弾。福島原発事故から２年以上が経過しても、被災者の苦悩はい
まだ癒えてはいない。海の汚染、置き去りにされた動物たち、賠償の問題、さらには原発再稼
動の動きなど、気鋭の記者たちによる長期にわたるルポルタージュの書籍化だ。（２０１３）

当　　館
585 紙つなげ！彼らが本の 佐々　涼子 8時間02分 （青　い　鳥）

紙を造っている （森　良　枝）

　「この工場が死んだら、日本の出版は終わる･･････」絶望的状況から、奇跡の復興を果たし
た職人たちの知られざる闘い！（２０１４）

当　　館
596 オリーブオイルの イタリアフード 3時間51分 （青　い　鳥）

選び方　使い方 協会 （小　野　宏　子）

　おいしいオリーブオイルの選び方がわかる。食材の美味しさを活かす「オリーブオイルレシ
ピ６０」を紹介。健康にいい理由・歴史がわかる。（２０１３）

６．産業

当　　館
673 夜の経済学 荻上　チキ 10時間23分 （青　い　鳥）

飯田　泰之 （岩　波　ゆり子）

　セックスから政治まで気鋭の評論家＆エコノミストが数字を武器に吼えまくった！数字が照
らすアタリマエの裏側。（２０１３）

７．芸術

マ
721 葛飾北斎 神谷　浩 1時間49分 日本点字図書館

マ
721 狩野永徳 川本　桂子 2時間24分 日本点字図書館

マ
723 北川民次 北川　民次 5時間41分 日本点字図書館

メキシコの青春
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マ
723 黒田清輝 三輪　英夫 1時間51分 日本点字図書館

マ
723 佐伯祐三 斉藤　泰嘉 1時間41分 日本点字図書館

マ
723 フェルメール 黒江　光彦 1時間36分 日本点字図書館

マ
723 ルノワール 黒江　光彦 1時間51分 日本点字図書館

マ
723 レオナルド・ダ・ヴィンチ 東野　芳明 1時間48分 日本点字図書館

726 赤塚不二夫 赤塚　不二夫 5時間03分 日本点字図書館
これでいいのだ

当　　館
760 至高の音楽 百田　尚樹 7時間58分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　『永遠の０』のエピローグ執筆時に聴いた名曲など、圧倒的感動の２６曲を語る。百田セレ
クション、最高に贅沢な一枚！（２０１３）

762 高木東六　愛の夜想曲 高木　東六 8時間13分 日本点字図書館

767 遠藤実　夢追い人 遠藤　実 6時間28分 日本点字図書館

767 坂本九 坂本　九 6時間50分 日本点字図書館
上を向いて歩こう

772 杉村春子　舞台女優 杉村　春子 4時間27分 日本点字図書館

775 水の江瀧子 水の江　瀧子 6時間19分 日本点字図書館
ひまわり婆っちゃま
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778 鈴木清順 鈴木　清順 11時間50分 日本点字図書館
けんかえれじい

当　　館
780 スラムダンク勝利学 辻　秀一 4時間19分 （青　い　鳥）

（森　良　枝）

　ただ、がんばるだけでは意味がない！超ヒットバスケ漫画『スラムダンク』のなかに必勝の
秘密があった。スポーツで勝つ、人生に勝つ。（２０００）

当　　館
783 人を見抜く、人を口説く、 澤宮　優 7時間26分 （青　い　鳥）

人を活かす （松　崎　佐知子）

　知られざるスター選手たちのドラフトエピソード。名スカウトが教えてくれた組織を強くす
る方法。（２０１３）

788 ジャイアント馬場 ジャイアント 11時間15分 日本点字図書館
王道十六文 馬場

796 木村義雄　将棋一代 木村　義雄 14時間10分 日本点字図書館

８．言語

当　　館
810 日本人の知らない日本語４ 蛇　蔵　＆ 4時間13分 （青　い　鳥）

海外編 海野　凪子 （岩　波　ゆり子）

　海の向こうで、日本語を勉強している人たちに会ってきました。シリーズ累計２００万部の
大ベストセラー、最新刊がついに登場！第四弾となる今作では、おなじみ凪子先生と漫画担当
の蛇蔵さんが海外上陸！（２０１３）

当　　館
816 読むだけ小論文 樋口　裕一 4時間55分 （青　い　鳥）

医歯薬看護医療編 （佐　藤　千恵子）

　医療に携わる者に求められるのは？知識と適性が同時に分かる！（２０１３）
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当　　館
816 読むだけ小論文　基礎編 樋口　裕一 4時間28分 （青　い　鳥）

（小　口　佳　子）

　合格小論文は、書き方よりも、まず「ネタ」だ！（２０１３）

当　　館
816 読むだけ小論文　発展編 樋口　裕一 5時間19分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　難しい課題文の読み取りもスムーズになる！（２０１３）

９．文学 ―　日本文学　―

当　　館
911 こども歳時記 季語と歳時記 7時間50分 （青　い　鳥）

の会 （加　藤　由紀子）

　読みやすくて、使いやすいカラー歳時記。大人も読みたいこども歳時記作ってみよう３６５
日。（２０１４）

全国有料老人 当　　館
911 シルバー川柳４ ホーム協会 1時間04分 （青　い　鳥）

ポプラ社編集部 （潟　田　礼　子）

　笑いは明日への活力の源！おかげさまでシリーズ累計６０万部突破！川柳ブームの火付け役
となったベストセラー、待望の第４弾です。（２０１４）

911 続・はいくのえほん 西本　鶏介 0時間09分 京都ライトハウス

911 花田春兆 花田　春兆 7時間07分 日本点字図書館
いくつになったら歩けるの

当　　館
913 藍染袴お匙帖　貝紅 藤原　緋沙子 5時間31分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　新大橋近くで旅の侍が何者かに襲われた。偶然行き合わせた女医桂千鶴は旗本の菊池求馬と
共に助け出すが、手当の甲斐なく侍は息を引き取る。遺されたのは高価な熊胆と、おふみとい
う女の居場所を告げる謎の文。死の直前、侍から熊胆を託された千鶴は、その無念を晴らすべ
く真相に迫っていく。好評シリーズ、新展開の第九弾。（２０１２）
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当　　館
913 愛ふたたび 渡辺　淳一 6時間41分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　妻を亡くした７０代の医師。４０代半ばまで伴侶に巡り合えなかった女性弁護士。性的不能
となった男は、いかにして女を愛したのか？初めて明かされた高齢者の性の“真実”。新聞連
載時から大反響を巻き起こした衝撃の問題作！（２０１３）

当　　館
913 戌亥の追風 山本　一力 12時間09分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　船番所に留め置かれた娘を救うべく、悪を許さない江戸の男達が動く。風を操り、川ととも
に生きる人間たち。傑作時代長編。（２０１４）

当　　館
913 犬から聞いた素敵な話 山口　花 4時間32分 （青　い　鳥）

（小　池　順　子）

　犬から人へ、人から犬へ。ずっと、いつまでも。（２０１３）

当　　館
913 祈りの幕が下りる時 東野　圭吾 11時間57分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　極限まで追いつめられた時、人は何を思うのか。夢見た舞台を実現させた女性演出家。彼女
を訪ねた幼なじみが、数日後、遺体となって発見された。数々の人生が絡み合う謎に、捜査は
混迷を極めるが･･･（２０１３）

当　　館
913 虚ろな十字架 東野　圭吾 11時間28分 （青　い　鳥）

（椎　橋　八重子）

　別れた妻が殺された。もし、あのとき離婚していなければ、私はまた遺族になるところだっ
た。東野圭吾にしか書けない圧倒的な密度と、深い思索に裏付けられた予想もつかない展開。
私たちはまた、答えの出ない問いに立ち尽くす。（２０１４）

当　　館
913 海と月の迷路 大沢　在昌 15時間55分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　海に浮かぶ「密室」殺人者はここにいる。昭和３４年。満月の夜に不審な死を遂げた少女。
若き警察官が追うものは殺人鬼の“幻影”か。次の満月、殺人者はふたたび動き出すのか。い
ま、躍動する「軍艦島」がよみがえる！（２０１３）
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当　　館
913 王になろうとした男 伊東　潤 7時間28分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　桶狭間から本能寺へ！信長に運命を狂わされた五人の末期とは！？信長の周囲に集った五人
それぞれの峻烈な生と死を描く歴史短編集。気鋭の作家、伊東潤の『城を噛ませた男』『国を
蹴った男』に続く“男シリーズ”三部作最終章にして最高傑作！（２０１３）

当　　館
913 神曲プロデューサー 杉井　光 5時間31分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　世界の歌姫なんかに負けない。最っ高の曲でねじ伏せてやる！音楽お仕事小説にして、ラブ
コメ。発売前から話題騒然！！（２０１３）

当　　館
913 完本　寺内貫太郎一家 向田　邦子 17時間56分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　東京谷中で三代つづく石屋「寺内石材店」。主人の貫太郎は口下手で怒りっぽいくせに情に
篤く、目下の悩みは長男周平の進路、そして娘静江の結婚問題だった。静江が連れてきたのは
貫太郎には到底受け入れがたい男だった…。家族、暮らし、笑いと涙…向田作品のエッセンス
が詰まった代表作。（２０１３）

当　　館
913 昨日のまこと、今日のうそ 宇江佐　真理 8時間17分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　松前藩の若君に見初められ、側室に望まれた茜。一方、絵師になるべく修業中の伊与太は、
葛飾北斎と出会い･･･。人気シリーズ第１３弾！（２０１４）

当　　館
913 昨日みた夢 宇江佐　真理 6時間31分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　夫への未練を断ち切れず、実家の口入れ屋「きまり屋」に出戻ったおふく。駆り出される奉
公先で様々な人生模様を目の当たりにするうち、一筋縄ではいかない人の世を学んでいき･･･
金とは、夫婦とは、生きるとは何なんだろう･･････（２０１４）

当　　館
913 きみはいい子 中脇　初枝 7時間39分 （青　い　鳥）

（原　口　豊）

　誰かの子供だった、すべての人に。さしのべられる手を、みんな持っている･･････心揺さぶ
る感動作！（２０１２）
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913 黒猫の接吻あるいは 森　昌麿 7時間05分 日本点字図書館
最終講義

当　　館
913 月下上海 山口　恵以子 10時間09分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　戦時下の上海で奏でられる、或る女の悲恋歌。第２０回松本清張賞受賞！（２０１３）

当　　館
913 再会 諸田　玲子 8時間15分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　時は幕末、老中・水野越前守忠邦が“天保の改革”に乗り出し、戯作者、洋学者、不良御家
人への締め付けが厳しくなってくる。衝撃的な災難に遭っていらい自堕落な生活を送っていた
瓢六のもとに、昔の相棒・堅物同心の篠崎弥左衛門がたずねてくる。青春時代は過ぎ去り、老
いに足をかけた男達の決死の闘いが始まった。（２０１３）

当　　館
913 さようなら、オレンジ 岩城　けい 5時間09分 （青　い　鳥）

（小　池　順　子）

　オーストラリアの田舎町に流れてきたアフリカ難民サリマは、夫に逃げられ、精肉作業場で
働きつつ二人の息子を育てている。母語の読み書きすらままならない彼女は、職業訓練学校で
英語を学びはじめる。そこには自分の夢をなかばあきらめ夫について渡豪した日本人女性「ハ
リネズミ」との出会いが待っていた。第２９回太宰治賞受賞作。（２０１３）

当　　館
913 潮鳴り 葉室　麟 10時間49分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　『蜩ノ記』の感動から二年。豊後・羽根藩を舞台に“再起”を描く入魂作！落ちた花を再び
咲かすことはできるのか？襤褸蔵と呼ばれるまでに堕ちた男の不屈の生き様。（２０１３）

当　　館
913 疾風ロンド 東野　圭吾 10時間26分 （青　い　鳥）

（椎　橋　八重子）

　強力な生物兵器を雪山に埋めた。雪が解け、気温が上昇すれば散乱する仕組みだ。場所を知
りたければ３億円を支払え！そう脅迫してきた犯人が事故死してしまった。上司から生物兵器
の回収を命じられた研究員は、息子と共に、とあるスキー場に向かった。頼みの綱は目印のテ
ディベア。だが予想外の出来事が、次々と彼等を襲う。東野圭吾が贈る、この冬最大の興奮！
ラスト１頁まで気が抜けない長編ミステリー！（２０１３）
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当　　館
913 島はぼくらと 辻村　深月 11時間40分 （青　い　鳥）

（原　口　豊）

　母と祖母の女三代で暮らす、伸びやかな少女、朱里。美人で気が強く、どこか醒めた網元の
一人娘、衣花。父のロハスに巻き込まれ、東京から連れてこられた源樹。熱心な演劇部員なの
に、思うように練習に出られない新。四人はフェリーで本土の高校に通う。「幻の脚本」の謎、
未婚の母の涙、Ｉターン青年の後悔、島を背負う大人たちの覚悟、そして、自らの淡い恋心。
故郷で知った大切なこと、すべてが詰まった書き下ろし長編。（２０１３）

当　　館
913 ジョン・マン　青雲編 山本　一力 5時間42分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　アメリカ・フェアヘブンで、小さな子どもたちに交じり、小学校や教会に通うマンジロウ。
ひたむきな彼に、さまざまな試煉が待ち受ける。物語はいよいよ正念場に！（２０１３）

当　　館
913 捨ててこそ空也 梓澤　要 17時間13分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　天皇の血筋を捨て、人々の営みに一身を捧げた空也。波乱と熱涙の全生涯と仏教の核心を描
く歴史小説。（２０１３）

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 1時間08分 日本通信教育連盟

①いろ

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間53分 日本通信教育連盟

②夏の終り（上）

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間54分 日本通信教育連盟

③夏の終り（下）

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間53分 日本通信教育連盟

④霊柩車

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間55分 日本通信教育連盟

⑤色ざんげ
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☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 1時間16分 日本通信教育連盟

⑥蛇／水仙

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間59分 日本通信教育連盟

⑦しだれ桜

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間54分 日本通信教育連盟

⑧枯蓮

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 1時間02分 日本通信教育連盟

⑨みみらく

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 1時間07分 日本通信教育連盟

⑩髪

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間52分 日本通信教育連盟

⑪場所－眉山

☆
913 瀬戸内寂聴[短篇集] 瀬戸内　寂聴 0時間53分 日本通信教育連盟

⑫場所－塔ノ沢

当　　館
913 想像ラジオ いとうせいこう 4時間54分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　深夜二時四十六分。海沿いの小さな町を見下ろす杉の木のてっぺんから、「想像」という電
波を使って「あなたの想像力の中」だけで聴こえるという、ラジオ番組のオンエアを始めたＤ
Ｊアーク。その理由は･･････東日本大震災を背景に、生者と死者の新たな関係を描き出しベス
トセラーとなった著者代表作。（２０１３）

当　　館
913 ソロモンの偽証 宮部　みゆき 20時間35分 （青　い　鳥）

第Ⅱ部　決意 （新　井　道　子）

　期間はわずか１５日。有志を集め証人を探せ！１４歳の夏をかけた決戦、カウントダウン！
もう大人たちに任せておけない！保身に身を窶す教師たちに見切りをつけ、一人の女子生徒が
立ち上がった。校舎を覆う悪意の雲を拭い去り、隠された真実を暴くため、学校内裁判を開廷
しよう！教師による圧力に屈せず走り出す数名の有志たち。そして他校から名乗りを上げた弁
護人の降臨。その手捌きに一同は戦慄した･･････。（２０１２）
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当　　館
913 高砂 宇江佐　真理 6時間27分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　四人の子持ちで飲んだくれの畳職人、小普請組の武家に嫁いだ大工の娘、幼い頃から見世を
支えた口入れ屋の若お内儀･･････倖せの感じ方は十人十色。懸命に生きる男と女の縁を描く、
心に沁み入る珠玉の人情時代小説。（２０１３）

913 致死量未満の殺人 三沢　陽一 9時間37分 日本点字図書館

当　　館
913 月凍てる 藤原　緋沙子 6時間16分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　江戸の坂を舞台に人びとの哀歓を掬い取った人情時代小説の傑作四編。（２０１２）

当　　館
913 月は怒らない 垣根　涼介 8時間45分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　誰にも期待しない。夢なんて持ってない。だから生きるのラクだった。そんな女になぜか惹
かれていく、３人のロクデナシたち。（２０１１）

当　　館
913 どうせおいらは座敷牢 風野　真知雄 5時間29分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　八百八町に類を見ない座敷牢探偵が快刀乱麻を断つ大活躍！読み口爽やか、笑いと涙も満載
の痛快時代推理小説。（２０１４）

913 トッカンｖｓ勤労商工会 高殿　円 11時間25分 日本点字図書館

当　　館
913 飛び梅 藤原　緋沙子 5時間34分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　江戸の切り絵図制作を始めて一年半。町人として充実した日々を過す清七だったが、ある日、
勘定組頭を務める実の父が何者かに襲われる現場に遭遇。勘定所内部に大きな陰謀が進行して
いるのか･･････清七が実家に戻ることを望む父、店の主と仲間達、そしておゆりへの思いに揺
れ動く清七は果たして。書き下ろしシリーズ第三弾。（２０１３）

☆
913 夏の終り　上巻 瀬戸内　寂聴 0時間53分 日本音声保存
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☆
913 夏の終り　下巻 瀬戸内　寂聴 0時間54分 日本音声保存

当　　館
913 夏ほたる 藤原　緋沙子 5時間57分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　「蛍の舞う頃にはまた戻る」と言い残して去った男を尋ねて上京した、箱根の宿の女主人お
みねだが、運悪く持ち金を掏られてしまう。現場に居合わせた見届け人秋月伊織は、途方に暮
れるおみねの探索を助け、紙問屋の倅と名乗った男の行方を追う。しかし語られた身の上は偽
りであった。文庫書下ろし第六弾！（２０１３）

当　　館
913 なでし子物語 伊吹　有喜 12時間25分 （青　い　鳥）

（相　田　眞　理）

　居場所のない少年と少女、そして早くに夫を亡くし過去に生きる女。三人の出会いが、それ
ぞれの人生を少しずつ動かしはじめる･･････『四十九日のレシピ』の著者が放つ、あたたかな
感動に満ちた物語。（２０１２）

当　　館
913 七帝柔道記 増田　俊也 20時間28分 （青　い　鳥）

（森　良　枝）

　みんな、泣いた。これは柔道の話じゃない。私たちの物語だ。つらくて、悲しくて、優しく
て流した多くの涙。狂おしくも愛おしい、汗と涙の青春小説！（２０１３）

当　　館
913 名もなき日々を 宇江佐　真理 6時間37分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　伊三次とお文に支えられ、絵師修業を続ける息子の伊与太。一方、女中奉公に出た茜の運命
は、大きく動きはじめ･･････人気捕物譚シリーズ第１２弾。（２０１３）

当　　館
913 鳴子守 藤原　緋沙子 5時間27分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　南原家の埋蔵金騒動に絡んで、穴掘り人足が次々と殺される。真相の見届けにあたっている
秋月伊織は、数日前に縄暖簾で｢穀潰し｣と罵られていた貧相な若い人足・仙吉の豹変ぶりを不
審に思い、探索を開始した。苦界に身を沈めた姉と、貧しさに翻弄された弟の運命を描く、大
人気文庫書下ろしシリーズ第５弾。（２０１１）
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当　　館
913 日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐　真理 6時間54分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　日本橋本石町にある弥三郎店の住人は事情をかかえた人たちばかりだ。気になる相手ができ
たと思えば出戻りだったり、旦那が勤め先から帰ってこなかったり、あげくの果てには店立て
の噂が持ち上がる！（２０１３）

当　　館
913 はだかんぼうたち 江國　香織 10時間39分 （青　い　鳥）

（外　山　洋　子）

　年下の男性との恋。親友の恋人との逢瀬。６０歳目前での同棲･･････。心に何もまとわない
男女たちを描く長編恋愛小説。（２０１３）

当　　館
913 八月の六日間 北村　薫 8時間17分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　毎日がんばっているあなたへ。滋養たっぷりのお仕事＆山歩き小説！！（２０１４）

当　　館
913 はなとゆめ 冲方　丁 11時間20分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　美しくも心ふるわす、清少納言の〈戦い〉の日々。『天地明察』『光圀伝』の異才が放つ、
最新歴史小説！（２０１３）

当　　館
913 丕緒の鳥 小野　不由美 10時間23分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　「希望」を信じて、男は覚悟する。表題作「丕緒の鳥」ほか、己の役割を全うすべく煩悶し、
一途に走る名も無き男たちの清廉なる生き様を描く全４編収録。（２０１３）

当　　館
913 ペテロの葬列 宮部　みゆき 23時間27分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　『誰か』『名もなき毒』に続く杉村三郎シリーズ待望の第３弾。宮部みゆきの新たな代表作、
誕生！「悪」は伝染する。（２０１３）

当　　館
913 紅花染め秘帳 平岩　弓枝 4時間23分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　謎の住人、変死体、母親の出奔、そして紅花に関する秘伝の書･･････。謎が謎を呼ぶ、『は
やぶさ新八御用旅』シリーズ第６弾！（２０１４）
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当　　館
913 ポニーテール 重松　清 7時間59分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　マキとフミは、できたてホヤホヤの「新米きょうだい」二人の心は、近づいたり離れたり、
すれ違ったり衝突したり･･････家族の始まりの日々を優しく描く感動長編。（２０１１）

当　　館
913 迷子の王様 垣根　涼介 6時間53分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　スゴ腕リストラ請負人・村上真介。ついに自分がリストラされる！？数多のクビを斬ってき
た彼が、最後に仕事に求めたものとは･･････大ヒット痛快お仕事小説、感動のフィナーレ。迷
い抜き、あがき続けて、見える明日。（２０１４）

当　　館
913 まいまい節 山本　一力 20時間05分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　江戸、浦賀、焼津。肝の太い男、情の深い女が命を張り悪事を暴いていく、痛快！人情時代
小説。（２０１４）

当　　館
913 政と源 三浦　しをん 7時間53分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　弟子の徹平と賑やかに暮らす源。妻子と別居しひとり寂しく暮らす国政。ソリが合わないは
ずなのに、なぜか良いコンビ。そんなふたりが巻き起こす、ハチャメチャで痛快だけど、どこ
か心温まる人情譚！（２０１３）

当　　館
913 まほろ駅前狂騒曲 三浦　しをん 14時間29分 （青　い　鳥）

（椎　橋　八重子）

　いつもの奴らがなぜか集結？まほろ駅前は大騒ぎ！便利屋稼業は楽じゃない！（２０１３）

当　　館
913 豆の上で眠る 湊　かなえ 7時間58分 （青　い　鳥）

（新　井　道　子）

　失踪した姉。真偽の境界線から、逃れられない妹。疑惑の芽は、微かな「違和感」を養分に
し、育つ。眠っているときでさえも･･････「価値観」を激しく揺さぶる、究極の謎。お姉ちゃ
ん。あなたは、本物なの？（２０１４）
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当　　館
913 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 8時間24分 （青　い　鳥）

午前０時のレシピ （川　端　圭　子）

　都会の片隅に真夜中にだけ開く不思議なパン屋さんがあった。オーナーの暮林、パン職人の
弘基、居候女子高生の希実は、可愛いお客様による焼きたてパン万引事件に端を発した、失綜
騒動へと巻き込まれていく･･････。期待の新鋭が描く、ほろ苦さと甘酸っぱさに心が満ちる物
語。（２０１１）

当　　館
913 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 10時間21分 （青　い　鳥）

午前１時の恋泥棒 （川　端　圭　子）

　真夜中にだけ開く不思議なパン屋さん「ブランジェリークレバヤシ」に現れたのは、美人で
妖しい恋泥棒。謎だらけの彼女がもたらすのは、チョコレートのように甘くてほろ苦い事件だ
った･･････。不器用な人たちの、切なく愛おしい恋愛模様を描き出す“まよパン”シリーズ第
２弾。（２０１２）

当　　館
913 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 10時間51分 （青　い　鳥）

午前２時の転校生 （川　端　圭　子）

　夜が深まる頃、暗闇に温かい灯りをともすように「真夜中のパン屋さん」はオープンする。
今回のお客様は希実につきまとう、少々変わった転校生。彼が企む“計画”によりパン屋の面
々は、またもや事件に巻き込まれていく･･････。重く切なく、でも優しい、大人気シリーズ第
３弾。（２０１２）

当　　館
913 夢幻花 東野　圭吾 12時間41分 （青　い　鳥）

（松　川　紘　子）

　黄色いアサガオだけは追いかけるな。「こんなに時間をかけ、考えた作品は他にない」と著
者自らが語る会心作！（２０１３）

☆
913 名作をあなたに　第１巻 太宰　治 1時間13分 ユーキャン

ヴィヨンの妻

☆
913 名作をあなたに　第２巻 芥川　龍之介 1時間00分 ユーキャン

藪の中　仙人 宮沢　賢治

☆
913 名作をあなたに　第３巻 森　鴎外 1時間08分 ユーキャン

舞姫
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☆
913 名作をあなたに　第４巻 夏目　漱石 1時間09分 ユーキャン

夢十夜

当　　館
913 山女日記 湊　かなえ 9時間09分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　真面目に、正直に、懸命に生きてきたのに･･････。誰にも言えない苦い思いを抱いて、女た
ちは、一歩一歩、頂きを目指す。新しい景色が、小さな答えをくれる。（２０１４）

当　　館
913 昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉 5時間16分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　悲しいのに、幸せな気持ちにもなれるのだ･･････。７年前、２５歳で死んだ一樹。遺された
嫁のテツコと一緒に暮らし続ける一樹の父・ギフとの何気ない日常に鏤められたコトバが心を
うつ連作長篇。（２０１３）

当　　館
913 雪まろげ 宇江佐　真理 6時間35分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　お江戸・浅草で古着屋を営む喜十。北町奉行同心の片棒を無理矢理担がされ、今日も誰かの
ために汗をかく。人情捕物帳の大人気シリーズ！（２０１３）

当　　館
913 ようこそ、わが家へ 池井戸　潤 9時間32分 （青　い　鳥）

（草　野　千代子）

　戦慄のストーカー、怯える家族、職場の敵。手に汗握る攻防の行方は？恐怖のゲームがはじ
まった！（２０１３）

当　　館
913 レディ・マドンナ 小路　幸也 9時間08分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　下町で老舗古書店を営むワケあり大家族が、お店につぎつぎ舞い込む謎を解き明かす、人気
シリーズ最新刊！「東京バンドワゴンシリーズ」第７弾！（２０１２）

当　　館
913 恋歌 朝井　まかて 11時間44分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　幕末の過酷な運命に翻弄された女の一生を描く感動作！（２０１３）
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914 井上靖　わが一期一会 井上　靖 7時間39分 日本点字図書館

914 草野心平　わが青春の記 草野　心平 7時間30分 日本点字図書館

当　　館
914 人間にとって成熟とは何か 曽野　綾子 7時間06分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　世知辛い世の中を自分らしく生き抜くコツを提言。まわりに振り回され、自分を見失いがち
な人に贈る一冊！（２０１３）

当　　館
914 人間らしくヘンテコでいい 鎌田　實 6時間25分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　人間が幸せに生きるのに、本当に必要なものは何か。鎌田實が遠いルーツを求めて人類発祥
の地アフリカほか各地を訪ねあらゆる人種と触れ合ってみつけた答えは、人間らしければ「ヘ
ンテコでいい」だった。（２０１４）

当　　館
914 ６０歳のラブレター　感謝 ＮＨＫ出版 5時間05分 （青　い　鳥）

（藤　原　典　子）

　大切な、大切な家族に贈る、さまざまな愛の言葉・最終章。（２０１２）

915 種田山頭火　人生遍路 種田　山頭火 5時間57分 日本点字図書館

当　　館
916 それでも彼女は生きていく 山川　徹 5時間15分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　東日本大震災をきっかけにＡＶ女優となった女の子たちがいる。彼女たちは震災後、何を思
い、何を求め、ＡＶの世界に足を踏み入れたのか。今まで語られることのなかったもうひとつ
の震災の現実･･････。（２０１３）

―　外国文学　―

ゲイル・
933 アレクシア女史、 キャリガー 12時間49分 日本点字図書館

欧羅巴で騎士団と遭う 川野　靖子　訳
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ｽｺｯﾄ・
933 ゴリアテ ｳｴｽﾀｰﾌｪﾙﾄﾞ 16時間03分 日本点字図書館

小林　美幸　訳

ジャック・
933 彷徨える艦隊４ キャンベル 12時間14分 日本点字図書館

月岡　小穂　訳

ジェフリー・ 当　　館
933 シャドウ・ストーカー ディーヴァー 18時間58分 （青　い　鳥）

池田 真紀子 訳 （松　崎　佐知子）

　いかなる嘘も見破る能力をもつ尋問の天才、キャサリン・ダンス捜査官は、休暇で訪れたフ
レズノで、人気カントリー歌手ケイリー・タウンがストーカーに悩まされていることを知らさ
れる。その男エドウィンはメールアドレスを変えても即座に新たなアドレスを探り出す。数日
後のコンサートに、エドウィンはやってくるという。ケイリーらが不安に震えるなか、彼女の
側近、ボビーが殺害された。ケイリーのヒット曲の歌詞をなぞるような状況で。そして第二の
殺人が･･････ストーカーが一線を越えたのか？それとも？捜査権もなく銃も持てない状況で、
ダンスは殺人者を追うが、事件の背後の陰謀は予想を超えるものだった･･････。（２０１３）

ジャン・ル・
933 誰よりも狙われた男 カル 16時間58分 日本点字図書館

加賀山 卓朗 訳

ｾｼﾙ･ｽｺｯﾄ･
933 燃える戦列艦 ﾌｫﾚｽﾀｰ 11時間15分 日本点字図書館

菊池　光　訳

ｾｼﾙ･ｽｺｯﾄ･
933 勇者の帰還 ﾌｫﾚｽﾀｰ 9時間47分 日本点字図書館

髙橋　泰邦　訳

パスカル・
943 リスボンへの夜行列車 メルシェ 24時間58分 日本点字図書館

浅井　晶子 訳
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アナトール・ 当　　館
953 神々は渇く フランス 11時間29分 （青　い　鳥）

大塚　幸男 訳 （塩　沢　信　子）

　フランス革命の動乱にまきこまれた純心な若者が断罪する側からされる側へと転じて死んで
ゆく悲劇を描いた歴史小説。人間は徳の名において正義を行使するには余りにも不完全だから
人生の掟は寛容と仁慈でなければならない、として狂信を排した作者の人間観が克明な描写と
迫力あるプロットによって見事に形象化されている。（１９７７）

Ｊ．児童図書

☆
J908 赤ずきんちゃん 0時間14分 Ｐａｎ　Ｒｏｌｌｉｎｇ

☆
J908 かえるの王様 0時間18分 Ｐａｎ　Ｒｏｌｌｉｎｇ

☆
J908 白雪姫 0時間43分 Ｐａｎ　Ｒｏｌｌｉｎｇ

☆
J908 ブレーメンの音楽隊 0時間16分 Ｐａｎ　Ｒｏｌｌｉｎｇ

☆
J908 ヘンゼルとグレーテル 0時間36分 Ｐａｎ　Ｒｏｌｌｉｎｇ
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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 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

月　刊 私の履歴書 日本経済新聞 2時間 滋賀県立
視覚障害者センター

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
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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

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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