
☆　☆　☆　　凡　　例　　☆　☆　☆

１．この録音図書目録は、平成２７年４月から平成２８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　：デイジー録音図書
　　　　　　　　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）

０．総記

当　　館
OO2 おとなの教養 池上　彰 5時間17分 （青　い　鳥）

（小　口　佳　子）

　いま、学ぶべき教養とは何か？現代人必須の７科目とは、「宗教」「宇宙」「人類の旅路」
「人間と病気」「経済学」「歴史」「日本と日本人」。この７つを貫くのは、「自分がどうい
う存在なのか」を考えようとする問題意識だ。７科目のエッセンスを講義形式で明快に説く決
定版。現代人の「生きる力」＝教養の本質が一気に身につく！（２０１４）

１．哲学・宗教

当　　館
143 男脳と女脳 茂木　健一郎 3時間15分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　女はどうしてこうなんだ？ＶＳ男はなんでああなの？男女の違いをわかりやすく解説！男女
脳のコラボが爆発的な成果を生む！（２０１４）

当　　館
148 幸運を招く陰陽五行 稲田　義行 8時間51分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　自分の干支を正確にいえる人はいない？家相と風水はどう違うの？なぜ黄色の財布を使うと
金運が上がるの？知れば知るほど奥深い陰陽五行の世界。（２０１０）

当　　館
150 新しい道徳 北野　武 3時間58分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　２０１８年、道徳を教科化？だけど、その前に、日本人にとって、「道徳」とは何か？この
問いに答えられる親や教師はいるのだろうか。まず最初に大人たちが、真面目に考えた方がい
い。現代の核心をえぐる、未だ嘗てない道徳論！（２０１５）
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当　　館
159 お金の不安が消える本 さとう やすゆき 2時間51分 （青　い　鳥）

（小野澤　令　子）

　今の日本では２０代～４０代のじつに８５％もの人が「将来に経済的な不安を感じている」
年収なんて関係ない。お金の不安なんかで動揺しない生き方を身につける。お金の悩みから解
放されて、幸せになる３１のコツ。（２０１５）

当　　館
159 金持ち脳と貧乏脳 茂木　健一郎 4時間07分 （青　い　鳥）

（田　部　井　猛）

　金持ち脳、お金を増やすことを考えている脳×貧乏脳、お金を使うことだけしか考えていな
い脳。お金は脳が稼いでいる。金持ちは、脳の使い方がまったく違う！（２０１３）

当　　館
159 心に響く小さな５つの物語 藤尾　秀昭　文 0時間34分 （青　い　鳥）

片岡 鶴太郎 画 （井戸川　真佐子）

　子供の心にも感動を呼んでいる！１５分で読める感動実話！（２０１０）

当　　館
159 １０年先を考える女は、 有川　真由美 5時間13分 （青　い　鳥）

うまくいく （斉　藤　ツチエ）

　このままで、いいの？本当に幸せになれそう？あなたが人生のストーリーをとことん楽観的
に描き、リスクに目を背けなければ、１０年先の未来は、きっと明るい。（２０１３）

当　　館
159 女子の武士道 石川　真理子 6時間07分 （青　い　鳥）

（小　池　順　子）

　武士の娘だった「祖母の言葉五十五」。女性の品格を磨くための深い知恵がここにある。さ
らに言えば、女性から見て男子はこうあるべきだと暗に諭される、男子にもまた必読の一冊で
ある。（２０１４）

誰でもできるけれど、 ジム・ 当　　館
159 ごくわずかな人しか実行 ドノヴァン 4時間49分 （青　い　鳥）

していない成功の法則 桜田　直美　訳 （田　部　井　猛）

　自分で自分をほめる。完璧な人ではなく完璧な自分になる。自分を成功者と見なす。今、こ
う変わると決める。失敗など存在しないと考える・・・など、どこからでも読めてすぐに実行
できる、７４のシンプルなアイデアを紹介。（２０１４）
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当　　館
159 悩まない 矢作　直樹 4時間13分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　視点を変える。足るを知る。それだけで人生は輝く。救急医療の現場で命と向き合ってきた
医師が語る、与えられた人生を、悔いを残さず生き切る秘訣。（２０１４）

当　　館
159 利他　 稲盛　和夫 4時間45分 （青　い　鳥）

人は人のために生きる 瀬戸内　寂聴 （中　里　真理子）

　「誰かのため」なら、もっとよく生きられる。悲しみや不安、悩みの多い人生を生き抜くヒ
ントは「利他」＝人のために尽くす生き方にある。作家・瀬戸内寂聴と経営者・稲盛和夫。自
ら「利他」を実践し続ける二人が、仏教の教えやユーモアを織り交ぜながら震災後の苦難を生
きる「知恵」と「覚悟」を語り合う。「気分が楽になった」「勇気が湧いてくる」読者絶賛の
傑作対談、ついに文庫化。（２０１１）

当　　館
180 今日から役立つ仏教 正木　晃 11時間44分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　真の幸せになるための知恵「仏教」がスッキリわかる！！読んで納得！仏教マンガ。仏教を
身近に感じるテーマがいっぱい！（２０１４）

２．歴史・地理

289 石津謙介　いつもゼロから 石津　謙介 7時間57分 日本点字図書館
の出発だった

289 大宅壮一　自伝 大宅　壮一 4時間31分 日本点字図書館

当　　館
289 全盲の僕が弁護士に 大胡田　誠 5時間17分 （青　い　鳥）

なった理由 （金　　秀　子）

　全盲でどう司法試験を突破したのか？証拠写真をいかに読み解くのか？顔を見ずに依頼人の
心を読むテクニックとは？ネットやパソコンをどう使うのか？苦難をエネルギーに変える思考
法とは？「あきらめない心」を育んだ両親の教えとは？「だから無理」より「じゃあどうする」
のほうが面白い。（２０１２）

289 三輪田眞佐子　教へ草／他 三輪田　眞佐子 5時間29分 日本点字図書館
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289 柳田国男　炭焼日記 柳田　国男 10時間14分 日本点字図書館

289 淀川長治　私の映画遺言 淀川　長治 7時間28分 日本点字図書館

当　　館
289 李健煕 李　慶植 23時間49分 （青　い　鳥）

福田　恵介　訳 （金　　秀　子）

　世界のサムスンを築いた希代の経営者は、どのような人生を歩んできたのか。我が子を千尋
の谷に突き落とす厳格な父親が敷いた孤独で苦難の道を耐え抜き、ついに巨大企業の頂点に立
った男の生涯を膨大な資料をもとに描く。従来の李健煕像を覆す衝撃のビジネス・ノンフィク
ション。（２０１１）

３．社会科学

当　　館
302 大人も子どももわかる 池上　彰 5時間52分 （青　い　鳥）

イスラム世界の「大疑問」 （森　　良　枝）

　ユダヤ教、キリスト教、イスラム教はどう違う！難民キャンプとはなに、戦争と貧困の原因
は！？民族の愛憎の歴史、コーランの教え、社会の約束事などがわかる。（２００２）

当　　館
304 社会不満足 乙武　洋匡 9時間09分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　『五体不満足』から１６年、様々な分野で活躍を続ける乙武氏と、今注目を集める若手の専
門家・論客８名による対談集。「社会不満足」な時代をどう変えていけるか、そのために何が
できるかを語り合う。私たちの社会の今と未来が見えてくる一冊。（２０１４）

竹中先生、「お金」に 当　　館
304 ついて本音を話して 堀江　貴文 4時間11分 （青　い　鳥）

いいですか？ 竹中　平蔵 （森　　良　枝）

　稀代の実業家が、経済の第一人者に挑む！超満員セミナーを完全書籍化。日本の未来が丸わ
かり！究極のお金論。（２０１５）

当　　館
304 ニッポンの大問題 池上　彰 7時間34分 （青　い　鳥）

（皆　川　昌　子）

　アベノミクスの副作用、小泉「原発ゼロ」発言の真意から、５つのチャイナリスク、知られ
ざるイスラムやアフリカの新ビジネス市場まで。タブーなき池上解説の決定版。日本のメディ
アが報じない「事件の真相」が見えてくる！（２０１４）
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当　　館
331 池上彰のやさしい経済学２ 池上　彰 8時間01分 （青　い　鳥）

ニュースがわかる （藤　原　典　子）

　「なぜバブルが生まれ、はじけたか？」「君は年金をもらえるか―消費税をどうする？」過
去の経済政策から、現在の日本や世界を取り巻く情勢、いま抱える問題点など、日々のニュー
スを理解するために必要な経済知識を丁寧に解説しました。毎日のニュースが身近に面白くな
る、池上教授の白熱授業。（２０１３）

331 ピケティ入門 竹信　三恵子 4時間08分 テープ読書会

当　　館
361 なぜ、この人と話を 吉田　尚記 6時間06分 （青　い　鳥）

すると楽になるのか （森　　良　枝）

　ニッポン放送の大人気アナは、些細な会話すらままならないコミュ障だった！！そんな彼が
２０年かけて編み出した実践的な会話の技術を惜しみなく披露。話すことが苦手なすべての人
を救済する、コミュニケーションの極意！！（２０１５）

当　　館
367 おじさん追跡日記 なかむら　るみ 4時間12分 （青　い　鳥）

（井戸川　真佐子）

　政治家から元祖フリーターのおじさんまで、ベストセラー『おじさん図鑑』の著者がさらに
一歩踏み込んで描いた２４人の生きたデータベース。（２０１３）

当　　館
367 母と娘はなぜこじれるのか 斎藤　環 7時間35分 （青　い　鳥）

（岩　波　ゆり子）

　女性の謎、ジェンダーの壁、父親不在・・・問題の原因から、葛藤を乗り越えた体験、自立
した関係の築き方まで語り合う魂の対談集。（２０１４）

マ
ふじい　

369 えほん障害者権利条約 かつのり　作 0時間56分 日本点字図書館
里　圭　絵

マ
日本盲人社会

369 障害者の読書と電子書籍 福祉施設協議会 5時間30分 日本点字図書館
サービス部会
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当　　館
379 わが子を「メシが食える 高濱　正伸 4時間58分 （青　い　鳥）

大人」に育てる 　 （井戸川　真佐子）

　子育ての最終的な目的はたったひとつ。経済的、社会的、精神的に自立した「自分でメシを
食っていける大人」にすること。そのためには、５つの基礎力を、１０歳までの時期に育むこ
とが大切。それが受験や社会に出てからのさまざまな苦労を自分で乗り越え、より幸せな将来
を生きていくためのパスポートを手に入れることになる。それぞれの力が、社会人としてメシ
が食える力にどう結びついているのか、どう育めばいいのかを丁寧に解説。（２０１０）

382 萱野茂　アイヌの里 萱野　茂 6時間18分 日本点字図書館
二風谷に生きて

４．自然科学・医学

当　　館
490 生き惑う人へ 矢作　直樹 4時間14分 （青　い　鳥）

（小　池　順　子）

　感謝と思いやりの気持ちを大切にして、よい間合いを取って笑顔で接すれば、それが他の人
の心を照らし勇気づける。生命の真理を正しく理解し、自分に内在する大きな愛を信じれば、
今を生きる力がわく。（２０１５）

当　　館
490 おかげさまで生きる 矢作　直樹 2時間55分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　死を心配する必要はない。救急医療の第一線で命と向き合い、たどりついた、「人はなぜ
生きるのか」の答え。（２０１４）

子どもに迷惑かけたく 当　　館
490 なければ死の迎え方は 米山　公啓 2時間37分 （青　い　鳥）

自分で決めておきなさい （小野澤　令　子）

　終末期医療の選択は、子どものためにもみなさん自身が事前に考えておきましょう。最期は
病院？家？延命治療は？痛みはどうする?自分の最期は、自分で決めよう。（２０１３）

当　　館
498 家事で脳トレ６５ 加藤　俊徳 3時間56分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　家事が面倒になったら、ボケの始まり！？家事をきちんとやっている人はボケない！？家事
を正しい脳トレにする方法、教えます。（２０１５）
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498 厚生労働白書 厚生労働省 8時間33分 日本盲人会連合
平成２６年版

当　　館
498 体内時計ダイエット 棒葉　繁紀 2時間33分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　『太らない』時計遺伝子の大発見!脂肪をためない時間なら、外食、コンビニ、夜食(２１時
台)もＯＫ。「いつ食べるか」だけで痩せられる時間割ダイエットの誕生。（２０１０）

当　　館
498 長生きしたければ知って 池谷　敏郎 4時間53分 （青　い　鳥）

おきたい健康常識〇と× （小　野　宏　子）

　病院では教えてくれない健康・医療の新常識。この本で医学情報の「正しさ」を見極めまし
ょう！（２０１４）

当　　館
498 長生きするのはどっち？ 秋津　壽男 3時間55分 （青　い　鳥）

（森　　良　枝）

　健康法、食、日常習慣、薬、病院選び、がん・・・知らないとヤバい健康の真実！実は誤っ
ている危険な情報を知り、本当に正しい健康知識を身につける。長生きするための３５の「ど
っち？」（２０１４）

５．技術・工学・生活科学

当　　館
543 知ろうとすること。 早野　龍五 4時間00分 （青　い　鳥）

糸井　重里 （鈴　木　道　子）

　福島第一原発の事故後、情報が錯綜する中で、ただ事実を分析し、発信し続けた物理学者・
早野龍五。以来、学校給食の陰膳調査や子どもたちの内部被ばく測定装置開発など、誠実な計
測と分析を重ね、国内外に発表。その姿勢を尊敬し、自らの指針とした糸井重里が、放射線の
影響や「科学的に考える力の大切さ」を早野と語る。（２０１４）

当　　館
543 プロメテウスの罠６ 朝日新聞 7時間52分 （青　い　鳥）

特別報道部 （摩　庭　洋　子）

　福島原発事故をテーマにした、朝日新聞連載の書籍化第６弾。事故からまる３年が経過した
が、被災地の復興はほど遠い。故郷を追われた人々の多くは、帰還をあきらめはじめている。
被災者の苦悩と真実の叫びを追い続ける渾身のルポルタージュ。（２０１４）

7



当　　館
543 プロメテウスの罠７ 朝日新聞 8時間55分 （青　い　鳥）

特別報道部 （摩　庭　洋　子）

　福島原発事故の悲劇と、その後をルポした朝日新聞連載の書籍化第７弾。事故から３年以上
が経過しても、いまだに次々と現れる知られざる新事実。あのとき福島では何が起こっていた
のか、そして本当の復興はいったいいつ果たされるのか、現地からの生の報告。（２０１４）

当　　館
543 プロメテウスの罠８ 朝日新聞 8時間44分 （青　い　鳥）

特別報道部 （摩　庭　洋　子）

　福島原発事故の悲劇を検証した、朝日新聞連載の書籍化第８弾。被災者の復興へ向けての戦
いを描くほか、今回は、震災時に各地の避難所を巡った皇室の動きを追うなど、新しいアング
ルからのルポを展開。（２０１４）

当　　館
590 見てすぐできる！「貼り方 ホームライフ 2時間18分 （青　い　鳥）

はがし方」の早引き便利帳 取材班 （中　里　真理子）

　ガンコな値札シールのはがし方、きれいなスマホ保護フィルムの貼り方、ぴったりくっつい
たラップのはがし方、かわいいマスキングテープの貼り方、キャベツの葉のはがし方、アイロ
ン名札シールの貼り方、壁を傷つけないポスターの貼り方など困ったときにスグ役立つ１１８
通りのテクニックを完全図解！（２０１４）

当　　館
595 ダイエット外来の寝るだけ 佐藤　桂子 3時間33分 （青　い　鳥）

ダイエット （皆　川　昌　子）

　正しく眠るだけで健康に痩せる５５の眠り方。（２０１３）

７．芸術

726 田河水泡 田河　水泡 7時間58分 日本点字図書館
のらくろ一代記

藤子不二雄（Ａ）藤子･Ｆ･
726 不二雄　二人で少年漫画 藤子不二雄(Ａ) 9時間32分 日本点字図書館

ばかり描いてきた 藤子･Ｆ･不二雄
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当　　館
728 一０三歳になって 篠田　桃紅 3時間04分 （やまびこ）

わかったこと （廣　岡　啓　子）

　１００歳を超えたから見える世界がある。生きている限り、人生は未完成。今も第一線で活
躍している美術家・篠田桃紅が、時には優しく、時には厳しく人生の生き方、楽しみかたを伝
授する。１００歳を超えても、人生は自分のものにできる！（２０１５）

732 畦地梅太郎　 畦地　梅太郎 6時間08分 日本点字図書館
画文集とぼとぼ六十年

☆
762 美しきクラシック名曲集１ 1時間04分 ユニバーサル

ピアノ名曲集１ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集２ 1時間07分 ユニバーサル

ピアノ名曲集２ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集３ 1時間16分 ユニバーサル

ヴァイオリン名曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集４ 1時間02分 ユニバーサル

器楽名曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集５ 1時間16分 ユニバーサル

ピアノ協奏曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集６ 1時間16分 ユニバーサル

ヴァイオリン協奏曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集７ 1時間09分 ユニバーサル

その他協奏曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集８ 1時間13分 ユニバーサル

室内楽名曲集 ミュージック
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☆
762 美しきクラシック名曲集９ 1時間10分 ユニバーサル

バロック名曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集10 1時間16分 ユニバーサル

オーケストラ名曲集１ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集11 1時間14分 ユニバーサル

オーケストラ名曲集２ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集12 1時間14分 ユニバーサル

オーケストラ名曲集３ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集13 1時間15分 ユニバーサル

オーケストラ名曲集４ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集14 1時間17分 ユニバーサル

交響曲集１ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集15 1時間09分 ユニバーサル

交響曲集２ ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集16 1時間15分 ユニバーサル

オペラ・アリア名曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集17 1時間02分 ユニバーサル

歌曲名曲集 ミュージック

☆
762 美しきクラシック名曲集18 1時間09分 ユニバーサル

合唱名曲集 ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界１ 1時間20分 ユニバーサル

ウィーンからの贈り物 ミュージック
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☆
762 小澤征爾の世界２ 1時間02分 ユニバーサル

優雅な幻想の世界 ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界３ 0時間56分 ユニバーサル

ＯＺＡＷＡと音楽仲間たち ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界４ 1時間13分 ユニバーサル

ベートーヴェンの世界 ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界５ 1時間11分 ユニバーサル

心に染み入る美しい旋律 ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界６ 1時間13分 ユニバーサル

色彩豊かな音の響き ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界７ 1時間14分 ユニバーサル

天才たちのときめき ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界８ 1時間18分 ユニバーサル

音の魔術師たち ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界９ 1時間12分 ユニバーサル

《声》が伝える華麗なる舞台 ミュージック

☆
762 小澤征爾の世界１０ 1時間08分 ユニバーサル

音とことばの饗宴 ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック① 1時間05分 ユニバーサル

バロック時代の音楽 ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック② 1時間06分 ユニバーサル

古典派の音楽Ⅰ ミュージック
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☆
762 はじめてのクラシック③ 1時間13分 ユニバーサル

古典派の音楽Ⅱ ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック④ 1時間12分 ユニバーサル

ロマン派初期の音楽 ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック⑤ 1時間09分 ユニバーサル

ロマン派中期の音楽 ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック⑥ 1時間18分 ユニバーサル

ロマン派後期の音楽Ⅰ ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック⑦ 1時間13分 ユニバーサル

ロマン派後期の音楽Ⅱ ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック⑧ 1時間11分 ユニバーサル

オペラの名曲 ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック⑨ 1時間05分 ユニバーサル

近・現代音楽 ミュージック

☆
762 はじめてのクラシック⑩ 1時間09分 ユニバーサル

小品名曲集 ミュージック

☆
763 愛の悲しみ　川畠成道 川畠　成道 1時間02分 ビクターエンタテインメント

☆
763 アヴェ・マリア　川畠成道 川畠　成道 0時間52分 ビクターエンタテインメント

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第１巻 0時間51分 ユニバーサル
リスト／ラ・カンパネラ ミュージック
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☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第２巻 0時間59分 ユニバーサル
ショパン／夜想曲　第２番 ミュージック

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第３巻 1時間04分 ユニバーサル
ショパン／即興曲 ミュージック
「幻想即興曲」

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第４巻 0時間58分 ユニバーサル
シューマン／トロイメライ ミュージック

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第５巻 0時間52分 ユニバーサル
ショパン／ピアノ協奏曲 ミュージック
第１番

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第６巻 0時間52分 ユニバーサル
ショパン／ピアノ協奏曲 ミュージック
第２番

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第７巻 0時間54分 ユニバーサル
グリーグ／ピアノ協奏曲 ミュージック

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第８巻 0時間46分 ユニバーサル
チャイコフスキー／ ミュージック
ピアノ協奏曲　第１巻

☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第９巻 1時間08分 ユニバーサル
ベートーヴェン／ ミュージック
ピアノ協奏曲「皇帝」
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☆
イングリット・フジコ・

763 ヘミング　第１０巻 1時間14分 ユニバーサル
イングリット・フジコ・ ミュージック
ヘミング／ライブ集

☆
763 歌に翼を　川畠成道 川畠　成道 1時間02分 ビクターエンタテインメント

☆
763 梯剛之　ピアノ・ 梯　剛之 1時間09分 ソナーレ・

リサイタル２０１３ アートオフィス

☆
763 梯剛之　ピアノ・ 梯　剛之 1時間14分 ソナーレ・

リサイタル２０１４ アートオフィス

☆
763 梯剛之 梯　剛之 0時間57分 キングレコード

プレイズ・ショパン

☆
763 川畠成道の「四季」 川畠　成道 0時間58分 ビクターエンタテインメント

☆
763 ＴＨＥ　ＢＥＳＴ 辻井　伸行 0時間59分 エイベックス・ミュージック

辻井伸行 クリエイティブ

☆
763 辻井伸行 辻井　伸行 0時間53分 エイベックス・ミュージック

印象派コレクション クリエイティブ

☆
辻井伸行　

763 カーネギーホール・ 辻井　伸行 1時間06分 エイベックス
デビューＬＩＶＥ マーケティング

☆
763 ベートーヴェン 梯　剛之 1時間13分 アート・ユニオン

“エロイカ”梯剛之

☆
763 ラフマニノフ：ピアノ 辻井　伸行 0時間34分 エイベックス・ミュージック

協奏曲第２番 佐渡　裕 クリエイティブ
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764 渡辺貞夫 渡辺　貞夫 7時間57分 日本点字図書館
ぼく自身のためのジャズ

☆
768 竹山　岩木の幻想 高橋　竹山 0時間42分 ソニー・ミュージック

ダイレクト

☆
768 竹山　十三潟 高橋　竹山 1時間08分 ソニー・ミュージック

ダイレクト

☆
768 竹山　竹山の至芸 高橋　竹山 1時間07分 ソニー・ミュージック

ダイレクト

☆
768 竹山　津軽三味線 高橋　竹山 0時間55分 ソニー・ミュージック

ダイレクト

☆
768 竹山　津軽民謡 高橋　竹山 0時間47分 ソニー・ミュージック

ダイレクト

769 森下洋子 森下　洋子　 4時間48分 日本点字図書館
バレリーナの情熱

772 中村メイコ 中村　マイコ 7時間54分 日本点字図書館
メイコめい伝

773 近藤乾三 近藤　乾三 5時間02分 日本点字図書館
能　わが生涯

778 今村昌平 今村　昌平 5時間42分 日本点字図書館
映画は狂気の旅である

788 具志堅用高 具志堅　用高 4時間39分 日本点字図書館
リングはぼくの戦場だ
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791 千玄室　お茶をどうぞ 千　玄室 5時間35分 日本点字図書館

８．言語

当　　館
810 日本の大和言葉を 高橋　こうじ 5時間54分 （青　い　鳥）

美しく話す （潟　田　礼　子）

　日本には漢語と外来語、そして生粋の日本語「大和言葉」大きくわけてこの三つがあります。
日本人自身が育んできた知的で優雅な余韻を残す言葉づかいを身につけてみませんか？「想像
する」（漢語）の代わりに「思いを馳せる」（大和言葉）と表現してみませんか？（２０１４）

９．文学 ―　日本文学　―

910 早乙女勝元 早乙女　勝元 7時間00分 日本点字図書館
炎の夜の隅田川レクイエム

910 曽野綾子　天駈けるほどの 曽野　綾子 11時間34分 日本点字図書館
軽やかな魂の自由

シルバー川柳５ 全国有料老人 当　　館
911 確かめる　むかし愛情 ホーム協会 1時間03分 （青　い　鳥）

いま寝息 ポプラ社編集部 （潟　田　礼　子）

　人生、かくも奥深い！累計６５万部のベストセラー、待望の続編。（２０１５）

当　　館
911 二人が睦まじく 吉野　弘 1時間08分 （青　い　鳥）

いるためには （横　田　善　弘）

　新しく結ばれる二人へのはなむけとして書かれた「祝婚歌」(本書収録)は、結婚式の祝辞と
して述べられることが多く、新郎新婦のみならず列席者にも深い感銘を与え続けています。ま
た結婚式の引き出物にも最適の一冊です。（２００３）

当　　館
911 わたしを束ねないで 新川　和江 1時間14分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　女に生まれ、恋をし、妻となり母になる、その折りその折りに、女である自分をふくめ生き
とし生けるものを讃えつづけた著者。「女の一生」をたどる詞華集。（１９９７）
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当　　館
913 アイネクライネ 伊坂　幸太郎 9時間09分 （青　い　鳥）

ナハトムジーク （下　田　千恵子）

　ここにヒーローはいない。さあ、君の出番だ。奥さんに愛想を尽かされたサラリーマン、他
力本願で恋をしようとする青年、元いじめっこへの復讐を企てるＯＬ。情けないけど、愛おし
い。そんな登場人物たちが作り出す、数々のサプライズ。（２０１４）

当　　館
913 朝が来る 辻村　深月 9時間14分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　「子どもを、返してほしいんです」親子三人で穏やかに暮らす栗原家に、ある朝かかってき
た一本の電話。電話口の女が口にした「片倉ひかり」は、だが、確かに息子の産みの母の名だ
った・・・。子を産めなかった者、子を手放さなければならなかった者、両者の葛藤と人生を
丹念に描いた、感動長篇。（２０１５）

当　　館
913 明日の子供たち 有川　浩 10時間42分 （青　い　鳥）

（上　垣　洋　恵）

　三田村慎平・やる気は人一倍の新任職員。和泉和恵・愛想はないが涙もろい３年目。猪俣吉
行・理論派の熱血ベテラン。谷村奏子・聞き分けのよい“問題のない子供”１６歳。平田久志･
大人より大人びている１７歳。想いがつらなり響く時、昨日と違う明日が待っている！児童養
護施設を舞台に繰り広げられるドラマティック長篇。（２０１４）

当　　館
913 あん ドリアン助川 5時間28分 （青　い　鳥）

（中　里　真理子）

　どら焼き店の求人をみてやってきた徳江という高齢の女性。彼女が「あん」づくりに託した
人生とは？深い余韻が残る現代の名作。（２０１３）

当　　館
913 犬から聞いた素敵な話 山口　花 4時間20分 （青　い　鳥）

（小　池　順　子）

　かけがえのない大切な家族。あなたと暮らせてよかった。しあわせになろうね。３０万人が
泣いた、前作を超える感動。（２０１４）

当　　館
913 癒し屋キリコの約束 森沢　明夫 10時間13分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　純喫茶「昭和堂」の店主・霧子は、美人なのに、ちょっとぐうたらな不思議系。でも、裏の
「癒し屋」稼業では、依頼人のどんな悩みも奇想天外な手法で一発解消させる敏腕だ。ところ
が、そんな霧子にも悲しい過去が―。ある日、彼女宛てに届いた殺人予告。それをきっかけに、
霧子は過去と向き合う勇気と未来への希望を取り戻していく。感動エンタメ。（２０１４）
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当　　館
913 冤罪凶状 澤田　ふじ子 8時間02分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　正体不明の五人組の武士に襲われた菊太郎。その背景を、鯉屋が再調査し始めた強盗殺人事
件にかかわる人間の仕業と踏む。実は事件の下手人はすでに斬首されており、その男の家族が
冤罪を訴え出たのだ。はたして事件の真相とは？誰がそれを闇に葬ろうとしたのか？菊太郎の
乾坤一擲の探索が始まる。（２０１５）

当　　館
913 王朝小遊記 諸田　玲子 10時間27分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　万寿二年、人喰い鬼の出没する京の都。出世抗争に明け暮れ贅沢にも飽いた宮廷をしりめに、
物売女、博学爺さん、貴族の元女房、不良少年、貧民窟の用心棒が結束した。時代小説の名手
がおくる根無し草たちのサバイバル譚。縁もゆかりもない老若男女に白羽の矢!?千年前に繰り
広げられた闘いと愛の物語。（２０１４）

当　　館
913 大風呂敷（上） 杉森　久英 11時間55分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　関東大震災直後の東京大改造計画、広軌の新幹線計画など、気宇広大なプランを立案、人々
から大ボラ吹き、大風呂敷と噂された後藤新平。幼少時代は腕白で、喧嘩早く荒々しい気質だ
ったが、胆沢県大参事・安場保和に見出され、新平少年の運命は大きく方向転換した。傑出の
アイデアマン元東京市長後藤新平の生涯。（１９８９）

当　　館
913 大風呂敷（下） 杉森　久英 9時間58分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　人の病を直すことより、国家の病を直したい。保和らの薦めにより、医学を修得することに
なったが、政界への夢断ちがたく、板垣退助、北里柴三郎、岩倉具視らを知り、政官界への足
がかりを着実につくっていった。明治・大正を通しての傑出したアイデアマン後藤新平の信念
に満ち溢れた生涯を描く大長編。（１９８９）

当　　館
913 屋上のウインドノーツ 額賀　澪 8時間37分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　友達がひとりもいない県立高校へ入学した引っ込み思案の少女・給前志音は、ワケありの部
長・日向寺大志に誘われ吹奏楽部に入部する。やがて厳しい練習の日々が始まって…目指すは
東日本大会出場！音楽と友情の疾風怒涛。第２２回松本清張賞受賞。（２０１５）
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当　　館
913 オール・ニード・ 小路　幸也　 9時間53分 （青　い　鳥）

イズ・ラブ （小　野　宏　子）

　古書店を舞台にした青の出演映画が公開になり、相変わらず賑やかな堀田家。中学３年生に
なった研人はますます音楽に夢中。なんと「高校に行かずにイギリスへ渡る」と宣言！さて堀
田家の面々の反応は？老舗古書店“東京バンドワゴン”に舞い込む謎を、大家族の堀田家があ
ふれる人情で解決する人気シリーズ、第９弾！（２０１４）

当　　館
913 海賊とよばれた男（上） 百田　尚樹 12時間52分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　一九四五年八月十五日、敗戦で全てを失った日本で一人の男が立ち上がる。男の名は国岡鐡
  造。出勤簿もなく、定年もない、異端の石油会社「国岡商店」の店主だ。一代かけて築き上げ

た会社資産の殆どを失い、借金を負いつつも、店員の一人も馘首せず、再起を図る。石油を武
器に世界との新たな戦いが始まる。（２０１２）

当　　館
913 海賊とよばれた男（下） 百田　尚樹 12時間17分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　敵は七人の魔女、待ち構えるのは英国海軍。ホルムズ海峡を突破せよ！戦後、国際石油カル
テル「セブン・シスターズ」に蹂躙される日本。内外の敵に包囲され窮地に陥った鐡造は乾坤
一擲の勝負に出る。それは大英帝国に経済封鎖されたイランにタンカーを派遣すること。世界
が驚倒した「日章丸事件」の真実。（２０１２）

当　　館
913 かたづの！ 中島　京子 15時間09分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　謀略の世を生き抜いた江戸時代唯一の女大名を描く歴史長編！直木賞受賞作『小さいおうち』
から４年。中島京子、初の歴史小説にして新たな代表作の誕生！（２０１４）

当　　館
913 神様のカルテ０ 夏川　草介 5時間58分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　病院とは２４時間３６５日、困った人がいれば手を差し伸べてくれる場所。この病院では、
奇蹟が起きる。二度の映画化、二度の本屋大賞ノミネートを経て、一止とハルさんの物語は原
点へ。（２０１５）

913 鴉龍天晴 神々廻　楽市 12時間02分 日本点字図書館
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当　　館
913 キアズマ 近藤　史恵 8時間46分 （青　い　鳥）

（外　山　洋　子）

　ふとしたきっかけでメンバー不足の自転車部に入部した正樹。たちまちロードレースの楽し
さに目覚め、頭角を現す。しかし、チームの勝利を意識しはじめ、エース櫻井と衝突、中学時
代の辛い記憶が蘇る。二度と誰かを傷つけるスポーツはしたくなかったのに・・・走る喜びに
突き動かされ、祈りをペダルにこめる。自分のため、そして、助けられなかったアイツのため
に。感動の青春長編。（２０１３）

当　　館
913 麒麟の舌を持つ男 田中　経一 11時間49分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　死を目前にした人にかつて食べた最上の味を完璧に再現する“最期の料理請負人”が挑む、
極上のミステリー。「満漢全席」に拮抗する「大日本帝国食菜全席」とは一体何なのか!?７０
年の時を超えた感動のラストを食べ尽くした瞬間、謎に包まれた幻のレシピが甦る。世界を魅
了したＴＶ番組「料理の鉄人」伝説のディレクターが料理と料理人への愛情で描き切った驚嘆
のデビュー作！（２０１４）

当　　館
913 限界集落株式会社 黒野　伸一 13時間05分 （青　い　鳥）

（山　田　昭　子）

　「限界集落」、「市町村合併」、「食糧危機」、「ワーキングプア」、「格差社会」などな
ど日本に山積する様々な問題を一掃する、前代未聞！逆転満塁ホームランの地域活性エンタテ
インメント！！（２０１１）

当　　館
913 喧嘩旗本　勝小吉事件帖 風野　真知雄 5時間46分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　ガキの頃から金に目敏いろくでなし。そのくせどこか抜けていて、懐はいつもぴいぴいの本
所界隈一のバカ侍！幕末の雄、勝海舟の父小吉は積年の悪行のせいで実家の座縛牢へ幽閉され
た。ところが無頼の顔役は、反省どころか悪友の早川又四郎に市中を騒がす怪事件の数々を集
めさせた！江戸の座敷牢探偵が私欲のために謎を解く、痛快時代小説の傑作！（２０１３）

当　　館
913 恋かたみ 諸田　玲子 6時間23分 （青　い　鳥）

（石　川　容　子）

　火盗改方与力の娘結寿と八丁堀同心の妻木道三郎は、狸穴界隈で起こる事件の謎を解くうち、
思いあう仲になる。だが、旗本と町方では身分違いの上、妻木は子持ちの寡夫。ままならない
恋に悩む結寿に縁談が持ち上がる。妻木に話すことが出来ず思いつめるころ、旗本の火事が付
け火だったと噂を聞き・・・。不思議な事件を解決するため奔走するふたりの活躍と恋の行方
は！？ほのぼのと心温まる連作時代小説。（２０１１）
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当　　館
913 荒神 宮部　みゆき 19時間24分 （青　い　鳥）

（森　良　枝）

　時は元禄、東北の山間の仁谷村が一夜にして壊滅状態となる。隣り合う二藩の因縁、奇異な
風土病を巡る騒動・・・不穏さをはらむこの土地に“怪物”は現れた。仁谷擁する香山藩では
病みついた小姓・直弥や少年・蓑吉らが、香山と反目する永津野藩では専横な藩主側近の弾正
や心優しきその妹・朱音らが山での凶事に巻き込まれていく。恐るべき怪物の正体とは？交錯
する北の人々はそれぞれの力を結集し、“災い”に立ち向かう！（２０１４）

当　　館
913 胡蝶殺し 近藤　史恵 6時間43分 （青　い　鳥）

（外　山　洋　子）

　梨園を背負う二人は「胡蝶」を舞えるのか？歌舞伎子役の愛と夢の物語。『サクリファイス』
シリーズの著者、満を持してのミステリー。（２０１４）

当　　館
913 こんなにも優しい、 市川　拓司 13時間01分 （青　い　鳥）

世界の終わりかた （小　野　宏　子）

　最初から世界の終わり。最後まで世界の終わり。けれど、優しさと愛しさと、さみしさでい
っぱいの終わり。最高の“愛の物語”が、再び誕生。（２０１３）

当　　館
913 サラバ！（上） 西　加奈子 12時間29分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　父の出家。母の再婚。サトラコヲモンサマ解体後、世間の耳目を集めてしまった姉の問題行
動。大人になった歩にも、異変は起こり続けた。甘え、嫉妬、狡猾さと自己愛の檻に囚われて
いた彼は、心のなかで叫んだ。お前は、いったい、誰なんだ。（２０１４）

当　　館
913 サラバ！（下） 西　加奈子 11時間05分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　１９７７年５月、圷歩は、イランで生まれた。父の海外赴任先だ。チャーミングな母、変わ
り者の姉も一緒だった。イラン革命のあと、しばらく大阪に住んだ彼は小学生になり、今度は
エジプトへ向かう。後の人生に大きな影響を与える、ある出来事が待ち受けている事も知らず
に・・・（２０１４）

当　　館
913 さわらびの譜 葉室　麟 6時間46分 （青　い　鳥）

（新　井　道　子）

　扇野藩の重臣、有川家の長女・伊也は、藩の弓上手、樋口清四郎を負かすほどの腕前。競い
合ううち清四郎に惹かれる伊也だったが、妹の初音に清四郎との縁談が。くすぶる藩の派閥争
いが彼らを巻き込む。長編時代小説。（２０１３）
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当　　館
913 鹿の王（上） 上橋　菜穂子 15時間32分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　強大な帝国から故郷を守るため、死兵となった戦士団〈独角〉。その頭であったヴァンは、
岩塩鉱に囚われていた。ある夜、犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。その隙に逃げ出
したヴァンは幼い少女を拾うが!?（２０１４）

当　　館
913 鹿の王（下） 上橋　菜穂子 14時間36分 （青　い　鳥）

（川　端　圭　子）

　何者かに攫われたユナを追うヴァン。同じ頃、医術師ホッサルは移住民に広がる謎の病の治
療法を探していた。ヴァンとホッサル。ふたりの男たちが愛する人々、この地に生きる人々を
守るため、選んだ道は!?（２０１４)

913 しだれ桜恋心中 松浦　千恵美 7時間57分 日本点字図書館

当　　館
913 死に支度 瀬戸内　寂聴 9時間02分 （やまびこ）

（廣　岡　啓　子）

　作家として、宗教者として、人間として、烈しくも真贄に生き抜いた、９２歳の到達点。い
つ死んでも悔いはない。毎日が死に支度。深い感動と愛に満たされる、著者渾身の傑作長篇小
説。（２０１４）

当　　館
913 十一月に死んだ悪魔 愛川　晶 15時間13分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　イヤミスここに極まる。まさに唾棄すべき傑作！鳴かず飛ばずの作家・柏原が十一年前の交
通事故で失った一週間の記憶。謎の美女・舞華と出会ったことで封印されていた魔物が甦る！
人の心のダークサイドを抉りだす衝撃作!究極の恋愛ミステリー！（２０１３）

当　　館
913 昭和の犬 姫野　カオルコ 8時間00分 （青　い　鳥）

（松　川　紘　子）

　昭和三十三年滋賀県に生まれた柏木イク。気難しい父親と、娘が犬に咬まれたのを笑う母親
と暮らしたのは、水道も便所もない家。理不尽な毎日だったけど、傍らには時に猫が、いつも
犬が、いてくれた。平凡なイクの歳月を通し見える、高度経済成長期の日本。犬を撫でるよう
に、猫の足音のように、濃やかで尊い日々の幸せを描く、直木賞受賞作。（２０１３）
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当　　館
913 女系の総督 藤田　宜永 18時間16分 （青　い　鳥）

（椎　橋　八重子）

　森川家に棲まうのは、母、姉はもちろん、子供たちから二匹の猫まで女だらけ。崇徳にとっ
て、女は知れば知るほど理解できない摩訶不思議な生き物だった。彼女たちの“秘密”を垣間
見た時・・・女難と恋が押し寄せる！父親に必要なのは、愛と努力と少しの秘密・・・家族、
仕事、恋、健康―人生のすべてが詰まった直木賞作家の集大成！（２０１４）

当　　館
913 ジョン・マン５　立志編 山本　一力 5時間52分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　親代わりのホイットフィールド船長の励ましと万次郎の頑張りで、晴れて、航海術の専門学
校であるバートレット・アカデミーに合格した。万次郎は、首席で卒業することを誓う。郷土
の先達、中浜万次郎ことジョン・マンの奇跡の生涯。鎖国日本から漂流し、初めてアメリカの
地で生活を送り、初めて地球を一周し、自力で帰国した誇るべき日本人の物語！（２０１５）

当　　館
913 親鸞　完結編（上） 五木　寛之 10時間18分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　信心と家族愛の間でゆれ動く、親鸞の真の姿。二十数年ぶりにもどった都では、陰謀が渦巻
いていた！（２０１４）

当　　館
913 親鸞　完結編（下） 五木　寛之 10時間51分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　極悪人も本当に救われるのか?!愛と暴力、罪と罰に苦しみながら、時代の激流に挑む青年の
魂の彷徨。（２０１４）

当　　館
913 過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき 10時間47分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　気まぐれな悪意と暴力、蔑みと無関心が、いたいけな魂を凍りつかせる。ネグレクト、スク
ールカースト、孤独や失意・・・ふるえる心が共振するとき、かつて誰も見たことのない世界
が立ち現れる。（２０１５）

当　　館
913 先生のお庭番 朝井　まかて 9時間50分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　長崎の出島を舞台に、シーボルトに仕えた若き庭師の奮闘物語。土と草花を通して、日本の
素晴らしさを実感できる人情時代小説。（２０１４）
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当　　館
913 ソロモンの偽証　第Ⅲ部 宮部　みゆき 26時間18分 （青　い　鳥）

法廷 （下　田　千恵子）

　事件の封印が次々と解かれていく。私たちは真実に一歩ずつ近づいているはずだ。けれど、
何かがおかしい。とんでもないところへ誘き寄せられているのではないか。もしかしたら、こ
の裁判は最初から全て、仕組まれていた？一方、陪審員たちの間では、ある人物への不信感が
募っていた。そして、最終日。最後の証人を召喚した時、私たちの法廷の、骨組みそのものが
瓦解した。（２０１２）

当　　館
913 タックスヘイブン 橘　玲 15時間49分 （青　い　鳥）

（椎　橋　八重子）

　東南アジア最大のタックスヘイヴン、シンガポールのスイス系プライベートバンクから１０
００億円が消えた。日本人ファンドマネージャーは転落死、バンカーは失踪！マネーロンダリ
ング、ＯＤＡマネー、原発輸出計画、北朝鮮の核開発、仕手株集団、暗躍する政治家とヤクザ。
名門銀行が絶対に知られてはならない秘密とは？そして、すべてを操る男は誰だ？（２０１４）

当　　館
913 脱限界集落株式会社 黒野　伸一 10時間54分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　東京からきた多岐川優の活躍で、消滅の危機を脱した止村。あれから４年。駅前のシャッタ
ー通り商店街、再開発か、現状維持か!?優との行き違いから家を出ていた美穂は、劣勢側の駅
前商店街保存に奮闘するが。地方が直面する問題に切り込む、地域活性エンタテインメント！
人口減少社会の希望がここにある!!（２０１４）

当　　館
913 断弦 有吉　佐和子 9時間13分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　没後３０年、ますます鮮やかな人間ドラマ！地唄の名人である盲目の父親と、アメリカに渡
った娘との凄まじい愛情の確執、芸へのひたむきさを描いた著者初の記念的長編。（２０１４）

当　　館
913 月は誰のもの 宇江佐　真理 7時間42分 （青　い　鳥）

（下　田　千恵子）

　江戸の大火で別れて暮らすことになった髪結いの伊三次と芸者お文。仲の良い夫婦をめぐる
騒動を夜空にかかる月が見守っている。長女・お吉が誕生する頃の、語られることのなかった
十年を描く傑作長編！（２０１４）
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当　　館
913 つばき 山本　一力 11時間49分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　江戸っ子の心を満たす一膳飯屋「だいこん」。深川ならではの気風にもまれ、ふんばって生
きる女あるじの心意気！祭の興奮と職人たちの気概あふれる深川繁盛記。（２０１４）

当　　館
913 天狗風 宮部　みゆき 18時間53分 （青　い　鳥）

（加　藤　由紀子）

　真っ赤な朝焼けの中、娘が一陣の風とともに忽然と消えた。居合わせた父親が自身番に捕ら
えられるが、自ら命を絶ってしまう。不自然な失踪に「神隠し」を疑うお初と右京之介。探索
を始めた二人は、娘の嫁ぎ先に不審な点があることを突き止める。だがその時、第二の事件が
起こった。霊験お初シリーズ第二弾。（２０１４）　

913 トッカン ｔｈｅ ３ｒｄ 高殿　円 13時間11分 日本点字図書館

当　　館
913 土漠の花 月村　了衛 9時間29分 （青　い　鳥）

（横　田　善　弘）

　ソマリアの国境付近で、墜落ヘリの捜索救助にあたっていた陸上自衛隊第一空挺団の精鋭た
ち。その野営地に、命を狙われている女性が駆け込んだとき、自衛官たちの命を賭けた戦闘が
始まった。絶え間なく降りかかる試練、窮地、想定外。無残な死にひれ伏すか？紙一重の生を
掴みとるか？極限状況の中での男たちの確執と友情。一気読み必死！（２０１４）

当　　館
913 ナオミとカナコ 奥田　英朗 13時間54分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　望まない職場で憂鬱な日々を送るＯＬの直美。夫の酷い暴力に耐える専業主婦の加奈子。三
十歳を目前にして、受け入れがたい現実に追いつめられた二人が下した究極の選択。前代未聞
の殺人劇が、今、動き始める。（２０１４）

当　　館
913 中野のお父さん 北村　薫 5時間51分 （青　い　鳥）

（佐　藤　千恵子）

　出版界に秘められた《日常の謎》は解けるのか!?体育会系な文芸編集者の娘＆定年間際の高
校国語教師の父。〈本の達人〉が贈る新名探偵シリーズ。（２０１５）

25



当　　館
913 虹の見えた日 澤田　ふじ子 7時間41分 （青　い　鳥）

（澄　川　まつ江）

　公事宿の居候にして凄腕の剣客、田村菊太郎が京を舞台に巻き起こる難事件、怪事件に挑む
傑作シリーズ！炯眼の女公事師、大店の窮地を救う！（２０１３）

当　　館
913 認知の母にキッスされ ねじめ　正一 9時間25分 （青　い　鳥）

（潟　田　礼　子）

　おふくろ米寿、おれ六十四。今日も明日も、介護の日々。そして、母の認知症の妄想は加速
していく。「母の大脳、応答せよ! 」。（２０１４）

当　　館
913 波止場浪漫（上） 諸田　玲子 8時間27分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　稀代の侠客として名を馳せた次郎長はご維新以降、旧幕臣と官軍が入り乱れる殺伐とした清
水で地元の名士となり、波止場をつくる時も先頭に立った。養女となった「おけんちゃん」が
大人になる前に出逢った白皙明眸の西洋医との関係が深まるにつれて、やがて港に生きる人た
ち、廓の女たち、それぞれの愛別離苦。人はいつも同じ過ちを繰り返す。（２０１４）

当　　館
913 波止場浪漫（下） 諸田　玲子 8時間40分 （青　い　鳥）

（石　井　和　子）

　次郎長の死を境に世情は様変わり。戦争が近づき、けん自身にも驚天動地の出来事が襲いか
かり、希望にあふれた日々は暗転。しかし、国民一丸となって日清、日露へ突き進む陰で、忍
苦を強いられる市井の人々、苦界の女たちや子供たちを放ってはおけない。そして、二十年以
上前に姿を消した男がなぜ清水に戻ってきたのか…人も変わり、町も変わる。でも、恋は変わ
らない。（２０１４）

当　　館
913 玻璃の橋 関口　芙沙恵 8時間15分 （青　い　鳥）

（福　原　洋　子）

　幕末、横浜開港に伴う生糸不足から苦境にあえぐ桐生の町。許婚者・由之助との結婚を控え
る蘇芳だが、荒んだ生活を送る由之助のため婚儀は白紙状態に。さらに蘇芳の実家・間藤商店
では兄・真太郎の生糸の仕入れが失敗してしまう!?開港で揺れる幕末、機織りの町・桐生で生
きる人々の熱き生き様！（２０１４）
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当　　館
913 フォルトゥナの瞳 百田　尚樹 12時間00分 （青　い　鳥）

（平　野　洋　子）

　幼い頃に家族を火事で失い天涯孤独の身となった木山慎一郎は友人も恋人もなく、自動車塗
装工として黙々と働くだけの日々を送っていた。だが突然「他人の死の運命」を視る力を手に
入れ、生活は一変する。はじめて女性と愛し合うことを知った慎一郎の「死の迫る人を救いた
い」という思いは、無情にも彼を窮地へと追いやり・・・。生死を賭けた衝撃のラストに心震
える、愛と運命の物語。（２０１４）

当　　館
913 震える岩 宮部　みゆき 12時間01分 （青　い　鳥）

（摩　庭　洋　子）

　死んだはずの人間が生き返る「死人憑き」が本所深川で起きた。甦った人物が以前より若返
っていると感じた「姉妹屋」のお初は、老奉行の御前さまから紹介された与力見習の右京之介
と探索を始めた。だがその時、油樽から女の子の遺体が発見される。人は過去にも家族にも縛
られる。霊験お初シリーズ第一弾。（２０１４）

当　　館
913 フロム・ミー・トゥ・ユー 小路　幸也 8時間11分 （青　い　鳥）

（小　野　宏　子）

　老舗古書店「東亰バンドワゴン」を営む堀田家の人気シリーズ第８弾。青の出生の秘密や、
紺と亜美の出会い、研人とメリーの小さな恋物語など、「東京バンドワゴン」シリーズの知ら
れざる過去のエピソードが明かされる全１１編。（２０１３）

当　　館
913 べんけい飛脚 山本　一力 13時間42分 （青　い　鳥）

（松　本　景　子）

　難題を依頼された若き戯作者は、苦悩と自問の末に筆を執った。七十四年前に起きた加賀藩
と幕府老中の対立、その緊張関係を解消せんと奔走する飛脚たちの闘いを描くために。男の誇
りを賭けた仕事が、加賀百万石を救う。真の忠義とは何かを問う大型時代長編。（２０１４）

当　　館
913 ぼくは明日、昨日のきみと 七月　隆文 4時間44分 （青　い　鳥）

デートする （宮　前　芳　子）

　京都の美大に通うぼくが一目惚れした女の子。高嶺の花に見えた彼女に意を決して声をかけ、
交際にこぎつけた。気配り上手でさびしがりやな彼女には、ぼくが想像もできなかった大きな
秘密が隠されていて・・・。「あなたの未来がわかるって言ったら、どうする？」奇跡の運命
で結ばれた二人を描く、甘くせつない恋愛小説。彼女の秘密を知ったとき、きっと最初から読
み返したくなる。（２０１４）
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当　　館
913 本屋さんのダイアナ 柚木　麻子 9時間34分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　私の呪いを解けるのは、私だけ。「大穴」という名前、金色に染められたパサパサの髪、行
方知れずの父親。自分の全てを否定していた孤独なダイアナに、本の世界と同級生の彩子だけ
が光を与えてくれた。正反対の二人は、一瞬で親友になった。そう、“腹心の友”に。少女か
ら大人への輝ける瞬間。強さと切なさを紡ぐ長編小説。（２０１４）

当　　館
913 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 12時間24分 （青　い　鳥）

午前３時の眠り姫 （川　端　圭　子）

　真夜中にオープンする不思議なパン屋さんに現れたのは、ワケアリ男女の二人組。居候女子
高生の希実は、彼らが抱える不穏な秘密によって、不本意ながらも、またまた事件に巻き込ま
れていく。降り止まない雨の中、希実の過去に隠された謎が明らかに・・・。人気シリーズ第
４弾！（２０１３）

当　　館
913 物語のおわり 湊　かなえ 8時間49分 （青　い　鳥）

（宮　前　芳　子）

　あなたなら、どんな結末にしますか？「未完の物語」を手にしたとき、新たな人生の歯車が
動き出す。湊かなえが描く、新境地！（２０１４）

当　　館
913 ＬＩＡＲ　ライアー 大沢　在昌 15時間15分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　特務機関の暗殺者として生きる奈々は、素顔を隠したまま結婚、子も得た。しかし夫が謎の
死を遂げる。一体何故？いくつもの障害を越え、彼女が真実に辿り着いたとき、嘘つきたちの
運命は！「絶対に外さない」大沢ワールドの傑作！（２０１４）

当　　館
913 ラプラスの魔女 東野　圭吾 16時間35分 （青　い　鳥）

（椎　橋　八重子）

　彼女は計算して奇跡を起こす。東野圭吾が小説の常識をくつがえして挑んだ、空想科学ミス
テリ。（２０１５）
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当　　館
913 リバース 湊　かなえ 7時間54分 （青　い　鳥）

（上　垣　洋　恵）

　深瀬和久は平凡を絵に描いたようなサラリーマンで、趣味らしいことといえばコーヒーを飲
むことだった。その縁で、越智美穂子という彼女もできてようやく自分の人生にも彩りが添え
られる。と思った矢先、謎の告発文が彼女に送りつけられた。そこにはたった一行、『深瀬和
久は人殺しだ』と書かれていた。深瀬を問い詰める美穂子。深瀬は懊悩する。ついに“あのこ
と”を話す時がきてしまったのか、と。（２０１５）

当　　館
913 私の命はあなたの 近藤　史恵 4時間49分 （青　い　鳥）

命より軽い （福　原　洋　子）

　仲のよかった家族に一体何が。ページを繰る度に覚える違和感。そして続く衝撃！『サクリ
ファイス』の著者が「命の重さ」を描く渾身ミステリー！！（２０１４）

914 岸田今日子 岸田　今日子 6時間01分 日本点字図書館
あかり合わせがはじまる

当　　館
914 死ぬってどういうこと 瀬戸内　寂聴 8時間27分 （青　い　鳥）

ですか？ 堀江　貴文 （森　良　枝）

　時代の寵児から一転、出所後のホリエモンが、もっとも気になっているのは、お金のことで
も仕事のことでもなく「生とは、死とは」という人類不変のテーマだった！いくつもの死と直
面してきた寂聴さんの答えとは？（２０１４）

当　　館
914 なんらかの事情 岸本　佐知子 4時間18分 （青　い　鳥）

（松　崎　佐知子）

　エッセイ？妄想？それとも短編小説？そんなことはどうでもいい！翻訳家、岸本佐知子の頭
の中を覗くような可笑しなお話の世界へようこそ！（２０１２）

914 星新一 星　新一 9時間10分 日本点字図書館
きまぐれ星のメモ

―　外国文学　―

ｾｼﾙ･ｽｺｯﾄ･
933 決戦！バルト海 ﾌｫﾚｽﾀｰ 13時間15分 日本点字図書館

髙橋　泰邦　訳
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ｾｼﾙ･ｽｺｯﾄ･
933 セーヌ湾の反乱 ﾌｫﾚｽﾀｰ 11時間42分 日本点字図書館

髙橋　泰邦　訳

ゲイル・
933 アレクシア女史、 キャリガー 13時間26分 日本点字図書館

女王陛下の暗殺を憂う 川野　靖子　訳

ジェフリー・ 当　　館
933 ゴースト・スナイパー ディーヴァー 22時間10分 （青　い　鳥）

池田 真紀子 訳 （松　崎　佐知子）

　リンカーン・ライム、凄腕スナイパーに挑む！全ミステリファン待望の最新作が紙書籍・電
子書籍同時発売。政府に雇われた狙撃手に暗殺された男は、無実だった。この策謀に対しライ
ムの捜査が始まる。隠蔽工作よりも早く真実にたどり着けるのか？ジェフリー・ディーヴァー
の看板シリーズにして現代アメリカン・ミステリの最高峰、〈リンカーン・ライム〉シリーズ
最新第１０作！（２０１４）

ジャック・
933 彷徨える艦隊５ キャンベル 12時間34分 日本点字図書館

月岡　小穂 訳

ナオミ・ 当　　館
933 テメレア戦記Ⅴ ノヴィク 15時間41分 （青　い　鳥）

那波 かおり 訳 （中　里　真理子）

　黄金の鷲の軍旗が英国の土に突き立った。ナポレオンがついに本土に上陸したのだ。だが、
この国家存亡の機にテメレアと担い手ローレンスの姿はない。世界のドラゴンを救うため、命
を賭した代価は、国家への反逆罪だった―テメレアよ、嘆きの淵より舞いあがれ！（２０１３）

ソフィー・ハナ
933 モノグラム殺人事件 山本　博　訳 15時間03分 日本点字図書館

大野　尚江　訳

953 機械探偵クリク・ロボット カミ 8時間03分 日本点字図書館
高野　優 訳
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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

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
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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

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
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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 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

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

33

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

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
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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 （株）廣済堂

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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