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 凡    例  

 

１．この図書目録は、平成２６年４月～平成２７年３月までの間に当センタ 

ーの蔵書となった録音図書（カセットテープ図書・デイジー図書・マルチ 

メディアデイジー図書・一般ＣＤ図書）・点字図書をまとめたものです。 

２．分類は日本十進分類（NDC）新訂９版に基づいて分類しております。 

３．記載事項は、図書名、著者表示（著者・編者・訳者等）、巻数・時間 

数・冊数、備考の順です。 

４．近代小説（913.6）については、著者名の五十音順にしてあります。 

５．図書の中で郷土資料（郷土について書かれたもの、郷土出身者、郷 

土関係者の著述した文芸作品等）については、備考の欄にＡの表示を 

しております。 

 

貸出方法等について 

 

１．貸出の申込 

(１) 図書の希望は、手紙（点字・墨字）又は電話等でお申込みください。 

(２) 希望の際、氏名、図書名、著者名をお知らせください。 

(３) 希望図書が貸出中の場合もありますので、第１希望から第３希望ま

でお知らせください。 

 

２．貸出数 

1 人 1 回、2 タイトルです。 

 

３．貸出期間 

（１）往復の郵送日数を除き、図書がお手元に届いてから１５日以内で 

す。ただし、医学関係の専門図書については２０日以内です。 

（２）貸出期間の延長を希望する時は、その日数をお知らせください。 

 

 



４．返却方法 

郵送袋又は郵送ケースの宛名カードを裏返してお近くの郵便局か郵 

便ポストに投函してください。 

 

５．費用 

貸出・郵送料とも無料です。 

 

６．その他 

（１）借り受けした図書は他の人に、また貸しすることはできません。 

（２）図書については、破損したり、汚したりしないよう大切にお取り扱い 

ください。 

（３）借り受けした図書を紛失したり、破損したりした時はすぐに連絡してく 

ださい。場合によっては、弁償していただくこともあります。 

（４）希望する図書がこの目録にない場合でも、全国の図書館からお探し 

しますので、いつでもお問い合わせください。青森県以外の利用者の 

方は、地元の点字図書館にお申し込みください。 

 

７．お願い 

（１）テープを聞き終わりましたらお手数でも、次の方が、Ａ面の最初から 

聞けるように巻き取ってからお返しください。 

（２）テープを聞いている途中、トラブル（録音を消去、テープが切れる等） 

が起きた場合には、その旨、ご連絡の上、お返しください。 

（３）住所の変更は必ずご連絡ください。 

（４）点字で希望図書等を申し込まれる際は、白紙をご使用ください。 
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 巻数 備考

高齢者と障害者のための読み書き支援
～「見る資料」が利用できない人への
　代読・代筆～

日本盲人社会福祉
施設協議会情報
サービス部会

4

障害者白書　平成２６年版 内閣府 6

厚生労働白書　平成２６年版 厚生労働省 6

身近な野菜の畑から食卓までの道 すこやか食生活協会 1

食料・農業・農村白書　平成２５年度 農林水産省 1

６００　産業

【６１０　農業】

３００　社会科学

【３６０　社会】

４００　自然科学

【４９０　医学．薬学】

５００　技術．工学

【５９０　家政学．生活科学】

1



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 巻数 備考

男ともだち 千早　茜 6

迎え猫　古道具屋皆塵堂４ 輪渡　颯介 5

９００　文学

【９１３．６　近代小説】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

乱読のセレンディピティ
～思いがけないことを発見するための読書術～

外山　滋比古 4:21

ヒンシュクの達人 ビートたけし 4:47

もっけのさいわい 伊奈　かっぺい 2:34 Ａ

「面白半分」の作家たち
～７０年代元祖サブカル雑誌の日々～

佐藤　嘉尚 5:49

悲しみがやさしくなるとき
～子どもを亡くしたあなたへ～

エリザベス・メーレン 他 7:19

「うつ」になる３つの性格
～こんなあなたがなりやすい！～

矢幡　洋 5:40

【１４０　心理学】

０００　総記

【０１０　図書館学】

【０４０　一般論文集】

【０５０　逐次刊行物】

１００　哲学
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

察しない男説明しない女
～男に通じる話し方女に伝わる話し方～

五百田　達成 5:38

憂き世を生きるカウンセリングマインド
～せめぎあって、折りあって、おたがいさま～

富田　富士也 5:27

こころの日曜日　２
～４６人のカウンセラーが語る心と
　気持ちのほぐし方～

菅野　泰蔵 7:18

自分の心を守りましょう 伊勢白山道 4:49

あなたが、ここに生まれてきた理由（わけ） 木村　藤子 5:07 Ａ

すべての縁を良縁に変える５１の「気づき」 木村　藤子 3:28 Ａ

あなたは生まれたときから完璧な存在なのです。 鈴木　秀子 4:51

生きるのが上手い人下手な人
～十倍楽しくなる人づき合いの法則～

斎藤　茂太 5:07

５つの決心　～人生の愉しみと成功～ アンドリュー・マシューズ　他 6:25

おしゃれ上手　～会話・装い・しぐさをセンスアップ～ 酒井　美意子 6:01

【１５０　倫理学．道徳】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

終　～大往生その後～ 永　六輔 5:13

女と男はあわせ鏡　～榎さんの魅力人間学～ 榎本　勝起 4:17

女らしさ物語　～美しく生きる４５章～ 鈴木　健二 6:43

女は中年から愉しい 藤原　房子 8:06

「考える力」をつける本
～新聞・本の読み方から発想の技術まで～

轡田　隆史 6:18

「考える力」をつける本　２
～「自分の考え」をどう深め、どう実践するのか～

轡田　隆史 5:28

「考える力」をつける本　３
～これが「思考」を強化する最終ステップ～

轡田　隆史 6:04

斎藤一人楽しい奇跡がたくさん
起きる「自分ほめ」の魔法

みっちゃん先生 3:33

自信と劣等感の心理学
～何があなたの中の自信を引き出すのか～

加藤　諦三 4:29

なぜかモテる人がしている４２のこと 中谷　彰宏 2:37

百発百中 斎藤　一人　他 4:32
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

「貧乏」のすすめ ひろ　さちや 4:56

男の器量女の器量
～榎さんの魅力人生爽快学～

榎本　勝起 6:35

名指導者　上杉鷹山に学ぶ 鈴村　進 7:22

お父さんからきみたちへ
～明日を信じて～

衣笠　祥雄 3:35

女子の武士道
～武士の娘だった「祖母の言葉五十五」～

石川　真理子 5:14

輝く未来が待っている 谷口　清超 5:46

科学の知恵・心の知慧 広中　平祐 6:02

てるてる法話集 2:09 Ａ

神と仏の再発見　～カミノミクスが地方を救う～ 長部　日出雄 7:29 Ａ

日本人の心のかたち　 玄侑　宗久 5:17

【１６０　宗教】

【１８０　仏教】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

ほとけ様に教わった毎日をハッピーに
する９０の方法

南泉和尚 4:44

祈りと恵みの世界 池長　潤 6:26

一冊で世界歴史重要１００場面を見る 渡辺　尚人 5:53

よみがえる縄文の都
～三内丸山遺跡の衝撃～

山崎　謙 6:58 Ａ

江戸は世界最高の知的社会
～異才、天才、奇人、変人、田安徳川家
　当主が語る「とっておきの話」～

徳川　宗英 6:25

八戸藩「遠山家日記」の時代 三浦　忠司 8:31 Ａ

安倍能成　～戦後の自叙伝～ 安倍　能成 11:07

２００　歴史

【２００　歴史】

【２１０　日本史】

【２８０　伝記】

【１９０　キリスト教】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

天野貞祐　～わたしの生涯から～ 天野　貞祐 8:59

生き方、六輔の。 永　六輔　他 5:25

井上光貞　～わたくしの古代史学～ 井上　光貞 11:06

金ではなく鉄として 中坊　公平　他 4:59

西園寺公一　～回顧録「過ぎ去りし、昭和」～ 西園寺　公一 11:59

塚本幸一　～わが青春譜～ 塚本　幸一 4:26

新島襄　～わが人生～ 新島　襄　他 13:18

八十年の秘密　～生まれて、生きて～ 中　万里 3:44

花田春兆　～いくつになったら歩けるの～ 花田　春兆 7:07

引きうける生き方
～誰かのために手を差しのべるということ～

安田　未知子 3:41

山野愛子　～愛チャンはいつも本日誕生～ 山野　愛子 6:10

マララ
～教育のために立ち上がり、世界を変えた少女～

マララ・ユスフザイ　他 7:59
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

きっと「イエス」と言ってもらえる
～脳性まひのビル・ポーターはトップ
　　セールスマン～

シェリー・ブレイディ　他 4:16

大事なことは自転車が教えてくれた
～旅、冒険、出会い、そしてハプニング！～

石田　ゆうすけ 7:10

地図を破って行ってやれ！
～自転車で、食って笑って、涙する旅～

石田　ゆうすけ 8:02

ちょっとそこまでひとり旅だれかと旅 益田　ミリ 4:35

今井通子　～私の北壁　マッターホルン～ 今井　通子 9:37

どうしようもないのに、好き
～イタリア１５の恋愛物語～

内田　洋子 6:21

大人たちの失敗
～この国はどこへ行くのだろう～

櫻井　よしこ 5:34

国を思えば腹が立つ　～一自由人の日本論～ 阿川　弘之 3:45

３００　社会科学

【３００　社会科学】

【２９０　地理．地誌．紀行】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

「自分」の壁 養老　孟司 5:44

知事選　北の三國史　～私の備忘録～ 早川　みのる 4:44 Ａ

イスラム国の正体 黒井　文太郎 6:14

日本はなぜアジアの国々から愛されるのか 池間　哲郎 5:00

大人のケンカ術
～「ホーリツ的に正しい」逆襲の作法
　　『特上カバチ！！』公式副読本～

田島　隆 5:15

企業再生屋が書いた借りたカネは返すな！ 加治　将一　他 5:24

「子育て」支援ガイドブック
～妊娠・出産・育児休業から復職まで～

横島　洋志　他 14:29

お金がたまる人たまらない人 丸田　潔 5:29

グサリとくる一言をはね返す心の護身術
バルバラ・
ベルクハン　他 4:44

【３６０　社会】

【３１０　政治】

【３２０　法律】

【３３０　経済】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

人とモメない心理学
～トラブルの多い人、少ない人は
　何が違うか？～

加藤　諦三 6:40

親の家を片づける実践ハンドブック
～６７人の実例に学ぶ、知恵と勇気で
　明るく元気に幸せに乗り切る９８のコツ～

主婦の友社 4:17

ありがとう、あなたが私の子でいてくれて 鈴木　秀子 5:15

親と離れて暮らす長男長女のための本
～誰も教えてくれない親孝行・介護の
　知恵と儀礼の常識～

舛添　要一 8:58

親とモメない話し方
～実家の片付け、介護、相続…～

保坂　隆 4:33

家族それぞれの孤独 永畑　道子 6:43

機能不全家族　～「親」になりきれない親たち～ 西尾　和美 7:24

老いのみち 河合　隼雄 4:20

カナダ生き生き老い暮らし サンダース・宮松　敬子 5:47

５５歳からの「一生モノ」入門
～まだまだ人生は変えられる、３９のお楽しみ～

朝日新聞「５５プラス」
取材班

11:40
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

精神科医が教えるお金をかけない
「老後の楽しみ方」

保坂　隆 5:30

老婆は一日にしてならず 吉永　みち子 5:49

モンスター
～尼崎連続殺人事件の真実～

一橋　文哉 10:17

高齢者と障害者のための読み書き支援
～「見る資料」が利用できない人への
　代読・代筆～

日本盲人社会福祉施設
協議会情報サービス部会 5:51

人は必ず老いる。　その時誰がケアするのか 本田　徹 6:23

障害者白書　平成２６年版 内閣府 8:37

図説　よくわかる障害者総合支援法 坂本　洋一 17:03

山高しげり　～母子福祉四十年～ 山高　しげり 8:06

輝け！いのちの授業
～末期がんの校長が実践した感動の記録～

大瀬　敏昭 5:52

おばあちゃんの教育論
～慎太郎・裕次郎もこのおふくろには
　　頭があがらない～

石原　光子 4:09

【３７０　教育】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

自閉症の僕が跳びはねる理由　続 東田　直樹 2:49

白神山地マタギ伝　～鈴木忠勝の生涯～ 根深　誠 10:32 Ａ

変わるお葬式、消えるお墓
～最期まで自分らしく～

小谷　みどり 5:28

みちのく伝説物語 名久井　貞美 3:40 Ａ

災害と妖怪
～柳田国男と歩く日本の天変地異～

畑中　章宏 6:42

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで 0:47

ホタルの光は、なぞだらけ
～光る生き物をめぐる身近な大冒険～

大場　裕一 3:12

ひまわり 荒井　真紀 0:35

【４７０　植物学】

【３８０　風俗習慣．民俗学】

４００　自然科学

【４６０　生物科学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

カブトムシ山に帰る 山口　進 2:09

オオカミが日本を救う！
～生態系での役割と復活の必要性～

丸山　直樹 13:11

大・大往生 鎌田　實 6:50

東洋医学の真髄 汪　正仁 16:43

また立てる・また歩ける寝たきりの
人でもできる「足腰体操」　～イラスト版～

黒沢　尚 3:01

ひきこもり５００人のドアを開けた！
～精神科医・水野昭夫の「往診家族療法」
　　３７年の記録～

宮　淑子 5:28

拒食症と過食症　～困惑するアリスたち～ 山登　敬之 7:07

ネット依存症のことがよくわかる本
～イラスト版～

樋口　進 4:28

闘い続ける漢方癌治療 横内　正典 5:29 Ａ

【４８０　動物学】

【４９０　医学．薬学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

論より証拠のガン克服術
～長期生存者の会が教えるガン体質改善法～

中山　武 5:07

厚生労働白書　平成２６年版 厚生労働省 8:33

医療現場における法的対応の実務 森山　満 9:40

和尚さんがボケない理由
～安心こそが最良のクスリ！～

樺島　勝徳 5:59

体をつくる水、壊す水
～１０年後に差がつく「水飲み“腸”健康法」
　　３０の秘訣～

藤田　紘一郎 4:10

９８歳、元気の秘密 三浦　敬三 4:09 Ａ

１０３歳世界最速のおじいちゃんスプリンター
～１００歳で１００ｍ世界新記録！
　－健康長寿の秘密と習慣～

宮﨑　秀吉 3:08

ここまでわかったＰＭ２．５本当の恐怖
～謎の物質を科学する～

井上　浩義 4:42

５００　技術．工学

【５１０　建設工学．土木工学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

身近な野菜の畑から食卓までの道 すこやか食生活協会 0:59

わたしのひとり暮らし手帖
～安心・快適・健康な毎日にする５２のコツ～

岸本　葉子 4:32

イギリス式「おばあちゃんの知恵」で心地よく暮らす 井形　慶子 3:15

青森のおいしい１２か月 2:23 Ａ

続・青森のおいしい１２か月
～知ってるようで知らない青森のレシピ集～

1:58 Ａ

坂本先生の健康的青森食 坂本　謙二 3:14 Ａ

日本のコナモンってこんなにあるんだ！ すこやか食生活協会 2:40

初女さんのお料理　愛蔵版 佐藤　初女 2:35 Ａ

毎日ひとかけでパワーチャージ！にんにく
スーパーレシピ
～日本一の食材で、カンタンおいしい健康生活～

村上　祥子 2:49

ｗｅ’ｒｅりんごＬｏｖｅｒｓ 門倉　多仁亜 2:52 Ａ

【５９０　家政学．生活科学】

18



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

医者に行くべきかどうかがわかる本
～気になる症状の見分け方８７～

池谷　敏郎 8:20

食料・農業・農村白書　平成２５年度 農林水産省 0:54

調香師が語る香料植物の図鑑 フレディ・ゴズラン　他 15:33

ソウルメイト　～奇跡を支えた魂の絆～ 木村　秋則 5:35 Ａ

地球に生きるあなたの使命 木村　秋則　他 2:51 Ａ

地球に生まれたあなたが今すぐしなくては
ならないこと

木村　秋則 3:32 Ａ

犬のおもいで
～犬のカウンセラーが出会った７つの感動実話～

三浦　健太 4:54

いのちの花
～捨てられた犬と猫の魂を花に変えた
　私たちの物語～

向井　愛実 1:15 Ａ

６００　産業

【６１０　農業】

【６２０　園芸】

【６４０　畜産業．獣医学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

おざわせんせい
博報堂「おざわせんせい」
編集委員会 2:24

東京タクシードライバー 山田　清機 8:36

北川民次
～メキシコの青春　十五年をインディアンと共に～

北川　民次 5:41

赤塚不二夫　～これでいいのだ～ 赤塚　不二夫 5:03

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン 他 0:53

まよなかのたんじょうかい 西本　鶏介　他 0:27

ミルクこぼしちゃだめよ！
スティーヴン・
デイヴィーズ　他 0:27

新ジュニア音楽辞典 繁下　和雄　他 8:28

【６７０　商業】

【６８０　運輸．交通】

７００　芸術．美術

【７２０　絵画．書道】

【７６０　音楽．舞踊】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

高木東六　～愛の夜想曲～ 高木　東六 8:13

１０７歳生きるならきれいに生きよう！ 嘉納　愛子 1:44

老いてこそ人生は花 淡谷　のり子 5:32 Ａ

北津軽郡東京村 三上　寛 6:50 Ａ

あなたにありがとう 八代　亜紀 3:22

遠藤実　～夢追い人～ 遠藤　実 6:28

坂本九　～上を向いて歩こう～ 坂本　九 6:50

杉村春子　～舞台女優～ 杉村　春子 4:27

水の江瀧子　～ひまわり婆っちゃま～ 水の江　瀧子 6:19

女優浅丘ルリ子咲きつづける 浅丘　ルリ子 4:06

鈴木清順　～けんかえれじい～ 鈴木　清順 11:50

【７７０　演劇．映画】

21



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

首のたるみが気になるの ノーラ・エフロン　他 4:57

全肯定！　～関根流・ポジティブ人生相談～ 関根　勤 4:32

勝つための条件　～徹すれば壁は破れる～ 川上　哲治 5:09

「勝ち続ける」ために何をすべきか？
～強い集団はこう、作る～

森　祇晶 6:23

弘前学院聖愛高校原田一範物語
～りんごっ子で日本一～

山内　正行　他 5:01 Ａ

冒険の遺伝子は天頂（いただき）へ
～なぜ人類最高齢で、３度目のエベレストなのか～

三浦　雄一郎　他 3:50 Ａ

あおもり力士よもやま話　第三巻 奈月　ひかる 6:45 Ａ

ジャイアント馬場　～王道十六文～ ジャイアント馬場 11:15

大江戸剣豪列伝
～切先越しにみるサムライの２６０年～

田澤　拓也 6:04 Ａ

木村義雄　～将棋一代～ 木村　義雄 14:10

【７８０　スポーツ．体育】

【７９０　諸芸．娯楽】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

この「言い回し」で１０倍差をつける 金田一　秀穂 4:29

愛しい人へ　～逢いたい　第２集～ 永　六輔　他 3:11

津軽弁と語源　～日本語における方言の力～ 小笠原　功 12:37 Ａ

聖書をわかれば英語はもっとわかる 西森　マリー 6:41

【８１０　日本語】

【８３０　英語】

８００　言語

【８００　言語】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

新・日本文壇史　第６巻 川西　政明 14:51

新・日本文壇史　第７巻 川西　政明 16:24

新・日本文壇史　第９巻 川西　政明 15:29

新・日本文壇史　第１０巻 川西　政明 16:43

石坂洋次郎　～わが半生の記～ 石坂　洋次郎 9:08 Ａ

夫の宿題 遠藤　順子 5:30

平成とっておき人生川柳
～心をノックする魂のつぶやき～

榎本　勝起 4:27

国訛り　～渋谷伯龍句集～ 渋谷　伯龍 2:10 Ａ

髙瀨霜石　～川柳作家全集～ 髙瀨　霜石 1:15 Ａ

はいくのえほん　抜粋版　続 西本　鶏介 0:10

９００　文学

【９１０　日本文学】

【９１１　詩歌】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

眠れないほどおもしろい百人一首
～あの歌に“驚きのドラマ”あり！～

板野　博行 8:15

お国ことばで川柳　３　～ＮＨＫ青森～ 渋谷　伯龍 3:54 Ａ

無印笑品　～髙瀨霜石句集～ 髙瀨　霜石 1:30 Ａ

草野心平　～わが青春の記～ 草野　心平 7:30

夕顔 藤田　晴央 0:51 Ａ

眠れないほど面白い『今昔物語』
～欲望、性愛、嫉妬、ユーモア…
　　男と女の「生の息づかい」～

由良　弥生 9:09

ＤＲＥＳＳ　シャンパン色の恋 愛川　耀 8:01

ツアコン！ 相戸　結衣 6:57

すみれ 青山　七恵 3:12

《ア～オ》

【９１３　小説．物語】

【９１３．６　近代小説】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

送り絵美人　～津軽殺人風土記～ 赤石　宏 8:55 Ａ

その妻 明野　照葉 8:04

地図とスイッチ 朝倉　かすみ 6:16

開幕ベルは華やかに 有吉　佐和子 12:09

和宮様御留 有吉　佐和子 15:06

家康の母 安西　篤子 5:40

ちょいワル社史編纂室 安藤　祐介 9:59

こちら弁天通りラッキーロード商店街 五十嵐　貴久 7:50

兇悪の炎 生島　治郎 7:22

晩夏光 池田　久輝 7:37

守農太神と呼ばれた男　～小説安藤昌益～ 伊澤　芳子 11:25 A

受け月 伊集院　静 6:20
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司 11:27

風花のひと 五木　寛之 4:57

ほろびぬ姫 井上　荒野 4:37

悪意のクイーン 井上　剛 7:42

明日　～１９４５年８月８日　長崎～ 井上　光晴 5:18

どこかいきのバス 井上　よう子 1:09

ミッドナイト・バス 伊吹　有喜 14:08

赤い追跡者 今井　彰 13:35

うつし花 今井　絵美子 8:32

ネズミに捧ぐ詩 忌野　清志郎 1:41

リタとマッサン 植松　三十里 8:11

水の出会う場所 魚住　陽子 11:12
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

わけありの方、歓迎します。
～斎藤さん家の五ツ星アパート～

宇佐見　秋伸 7:37

鐘 内田　康夫 11:36

青山二郎の話 宇野　千代 4:04

断固として進め 江上　剛 8:08

監督 海老沢　泰久 10:16

給食のおにいさん　進級 遠藤　彩見 8:10

青い光 大岡　昇平 7:33

花影 大岡　昇平 5:01

ともだちは、サティー！ 大塚　篤子 4:00

殉愛 大塚　真桜 10:38

先生の背中 小川　征也 9:20

シュガータイム 小川　洋子 5:01
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

俺のもんだぜ 沖田　正午 5:28

音わざ吹き寄せ　～稽古長屋～ 奥山　景布子 8:57

醒めて見る夢 長部　日出雄 7:36 Ａ

銀杏葉のたそがれる道 尾辻　紀子 4:52

霊感検定 織守　きょうや 9:10

侵入者　～自称小説家～ 折原　一 12:22

生きている心臓　上 加賀　乙彦 9:49

生きている心臓　下 加賀　乙彦 10:28

アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川　宜子 6:06

私のなかの彼女 角田　光代 11:51

空蝉　～元御庭番半九郎影仕置～ 笠岡　治次 7:16

《カ～コ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

ライバル 川上　健一 9:48 Ａ

一休さんの道　上 川口　松太郎 10:45

一休さんの道　下 川口　松太郎 10:33

櫛挽道守 木内　昇 14:56

青桐 木崎　さと子 6:25

Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ
～みんなが誰かを幸せにしているこの世界～

喜多川　泰 7:09

雨の底　慶次郎縁側日記１５ 北原　亞以子 7:53

乗合舟　慶次郎縁側日記１６ 北原　亞以子 6:19

ジュリオ 木下　半太 9:21

火男 吉来　駿作 7:34

オペラ座の美女
～女子大生　桜川東子の推理～

鯨　統一郎 4:59

雨のなまえ 窪　美澄 6:34
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

アニバーサリー 窪　美澄 10:03

リアスの子 熊谷　達也 7:15

女探偵アガサ奔る 胡桃沢　耕史 8:47

失物屋マヨヒガ 黒　史郎 6:02

離れ折紙 黒川　博行 9:15

我れ、美に殉ず 小嵐　九八郎 16:20

ラブ・オールウェイズ 小手鞠　るい 6:55

料理番名残りの雪 小早川　涼 7:40

いつもが消えた日 西条　奈加 9:08

おれたちの故郷 佐川　光晴 5:39

夾竹桃の花咲けば 佐藤　紅緑 7:26 Ａ

《サ～ソ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

おじいさんとおばあさんのものがたり 沢　みずき 3:05 Ａ

卑弥呼の密室 獅子宮　敏彦 12:44

夜風から、夢　～柏屋藍治郎密か話～ 篠原　景 5:34 Ａ

スノーステーション 篠原　高志 11:15 Ａ

風の武士　上 司馬　遼太郎 7:25

風の武士　下 司馬　遼太郎 6:55

春の庭 柴崎　友香 3:42

女捜査官 島田　一男 8:37

叛徒 下村　敦史 11:43

闇に香る嘘 下村　敦史 12:24

探偵工女　～富岡製糸場の密室～ 翔田　寛 8:55

タイムスリップ・コンビナート 笙野　頼子 4:21
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

絵島疑獄　上 杉本　苑子 9:37

絵島疑獄　下 杉本　苑子 9:25

風の子ファンタジー 瀬尾　七重 3:27

人生の使い方 平　安寿子 5:50

花喰鳥　上　～京都祇王寺庵主自伝～ 高岡　智照 6:51

花喰鳥　下　～京都祇王寺庵主自伝～ 高岡　智照 9:45

美雪晴れ　～みをつくし料理帖　９～ 高田　郁 8:49

トッカンｖｓ勤労商工会 高殿　円 11:25

オサキと骸骨幽霊
～もののけ本所深川事件帖　６～

高橋　由太 5:27

雨が好き 高橋　洋子 3:23

はつ恋の 高原　七弥 5:20

《タ～ト》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

かごめかごめ 滝沢　秀一 8:58

学徒兵らくだ君 武田　専 13:11

埋火 立原　正秋 4:40

甘いもんでもおひとつ　～藍千堂菓子噺～ 田牧　大和 8:27

風になった伝書猫
～猫と人の魂が交差する物語～

田村　元 3:37

男ともだち 千早　茜 8:21

醒めながら見る夢 辻　仁成 6:54

お母さんへ『ありがとう』のラブレター
寺井広樹＆
涙活プロジェクト

5:36

刑事の絆 堂場　瞬一 11:40

スカーフェイス
～警視庁特別捜査第三係・淵神律子～

富樫　倫太郎 13:20

上石神井さよならレボリューション 長沢　樹 8:17

《ナ～ノ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

女ともだち 中沢　けい 4:48

恋愛運命　恋愛小説５ 中谷　彰宏 1:55

星空ロック 那須田　淳 4:38

光る女
～時代推理小説　再問役事件帳　３～

鳴海　丈 6:45

帰郷　～三世代警察医物語～ 新津　きよみ 7:51

青森わが愛 西村　京太郎 7:57

十津川警部東北新幹線「はやぶさ」の客 西村　京太郎 5:05

迫りくる自分 似鳥　鶏 7:53

濁流資金 浜　嘉之 10:07

神楽坂のマリエ ～ヤッさん　２～ 原　宏一 8:29

風の砦　上 原田　康子 10:09

《ハ～ホ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

風の砦　下 原田　康子 9:17

失敗屋ファーザー 樋口　卓治 5:23

スープの国のお姫様 樋口　直哉 9:25

紅花染め秘帳　はやぶさ新八御用旅６ 平岩　弓枝 4:55

ふたり 福田　隆浩 4:38

落ちこぼれ家庭　上 藤原　審爾 8:47

落ちこぼれ家庭　下 藤原　審爾 8:58

幻想日記店 堀川　アサコ 8:24 Ａ

幻想探偵社 堀川　アサコ 9:08 Ａ

不思議プロダクション 堀川　アサコ 7:06 Ａ

短篇五芒星 舞城　王太郎 4:51

《マ～モ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

沈むフランシス 松家　仁之 5:12

クローバー・リーフをもう一杯
～今宵、謎解きバー「三号館」へ～

円居　挽 7:40

人生相談。 真梨　幸子 9:29

嵐吹く時も 三浦　綾子 17:00

岩に立つ　～ある棟梁の半生～ 三浦　綾子 8:33

致死量未満の殺人 三沢　陽一 9:37

１２星座殺人事件 光藤　ひかり　他 9:57

草の町 宮崎　素子 6:16 Ａ

ゼロワン　～陸の孤島の司法書士事件簿～ 深山　亮 7:30

錦繍 宮本　輝 7:57

男どき女どき 向田　邦子 3:55

黒猫の接吻あるいは最終講義 森　晶麿 7:05
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

ミーコの宝箱 森沢　明夫 7:38

魚河岸ものがたり 森田　誠吾 7:08

祈りの証明　～３．１１の奇跡～ 森村　誠一 12:08

友罪 薬丸　岳 16:29

ぶたぶたのお医者さん 矢崎　存美 4:14

下弦の月　～ラスト・クォーター～ 矢沢　あい　他 3:46

人間交差点（ヒューマンスクランブル）　１
～小説～　埋火

矢島　正雄 3:43

人間交差点（ヒューマンスクランブル）　２
～小説～　空想地図

矢島　正雄 4:01

人間交差点（ヒューマンスクランブル）　３
～小説～　玩具の車輪

矢島　正雄 2:49

消えてなくなっても 椰月　美智子 5:59

蔦屋　～ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＵＺＡＢＵＲＯ～ 谷津　矢車 11:19

《ヤ～ヨ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

犬から聞いた素敵な話
～あなたと暮らせてよかった～

山口　花 4:08

演歌の虫 山口　洋子 7:36

紅けむり 山本　一力 17:43

艶書 山本　周五郎 7:49

なぎさ 山本　文緒 14:51

質屋「六文屋」の訳アリな訪問客
～謎、買い取ります。～

吉川　美樹 4:23

雪降る駅で 佳木　裕珠 10:18 Ａ

青い水の熱 吉田　知加 5:15 Ａ

Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　ｄｒｙ（はつ恋） よしもと　ばなな 3:41

あの道この道 吉屋　信子 9:23

慶花の夢　～山同心花見帖～ 六道　慧 7:51

《ラ～ロ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

村上海賊の娘　上巻 和田　竜 16:54

村上海賊の娘　下巻 和田　竜 17:30

馬淵川 渡辺　喜恵子 10:10

蔵盗み　古道具屋皆塵堂３ 輪渡　颯介 8:07

迎え猫　古道具屋皆塵堂４ 輪渡　颯介 7:34

戦前探偵小説四人集 羽志　主水　他 19:01

井上靖　～わが一期一会～ 井上　靖 7:39

生きる幸福老いる幸福 宇野　千代 4:32

大晩年　～老いも病いも笑い飛ばす！～ 永　六輔 4:49

おばさん事典 小川　有里 4:54

【９１３．６８　合集】

【９１４　評論．エッセイ．随筆】

《ワ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

私はどうも死ぬ気がしない
～荒々しく、平凡に生きる極意～

金子　兜太 3:01

人生のずる休み 北　杜夫 4:35

初女さんの心を結ぶ「分かち合い」 佐藤　初女 2:22 Ａ

神も仏もありませぬ 佐野　洋子 5:16

老いの楽しみ 沢村　貞子 4:32

おろかな日々 椎名　誠 5:12

打たれ強く生きる 城山　三郎 4:27

屈託なく生きる 城山　三郎 7:12

「受ける」より「与える」ほうが幸いである 曽野　綾子 5:12

鄙への想い
～日本の原風景、そのなりたちと行く末～

田中　優子 6:32

生きることは始めること　～七十歳の挑戦～ 俵　萠子 4:22

幼き日々へ 津島　佑子 5:36 Ａ
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

風にまかせて女のほんね 藤堂　志津子 7:39

リンゴも人生もキズがあるほど甘くなる 外山　滋比古 2:47

椅子がこわい　～私の腰痛放浪記～ 夏樹　静子 5:56

顔面麻痺 ビートたけし 5:22

いのち、生ききる 日野原　重明　他 5:04

あの街この街暮らしてみたら
～日本悪妻海を渡る～

深田　祐介 5:20

男もの女もの 丸谷　才一 6:09

思いやり　～いのちのスケッチ～ 吉田　義昭 6:54 Ａ

老いては人生桜色 吉武　輝子 7:33

草の海　～モンゴル奥地への旅～ 椎名　誠 4:09

種田山頭火　～人生遍路～ 種田　山頭火 5:57

【９１５　日記．書簡．紀行】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

“４８歳、彼氏ナシ”私でも嫁に行けた！
～オトナ婚をつかみとる５０の法則～

衿野　未矢 6:49

でもやっぱり歩きたい
～直子の車椅子奮戦記～

滝野沢　直子 6:05

神様のなみだ
～心の奥が熱くなる感動実話集～

竹之内　響介 8:30

九階東病棟にて
～ねたきりおじさんのパソコン日記～

知本　茂治 7:28

約束の向こうに 佃　祐世 6:41

恵恵　日中の海を越えた愛 恵恵　他 10:31

かぎりなくやさしい花々 星野　富弘 2:45

アレクシア女史、欧羅巴で騎士団と遭う
ゲイル・キャリガー　著
川野　靖子　訳 12:49

彷徨える艦隊　４
ジャック・
キャンベル　著
月岡　小穂　訳

12:14

誰よりも狙われた男
ジョン・ル・カレ　著
加賀山　卓朗　訳 16:58

【９１６　記録．手記．ルポルタージュ】

【９３０　英米文学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

ゴリアテ　～ロリスと電磁兵器～
スコット・ウエスター
フェルド　著
小林　美幸　訳

16:03

燃える戦列艦
セシル・スコット・
フォレスター　著
菊池　光　訳

11:15

勇者の帰還
セシル・スコット・
フォレスター　著
高橋　泰邦　訳

9:47

予言の守護者　ベルガリアード物語　１
デイヴィッド・
エディングス　著
宇佐川　晶子　訳

15:02

蛇神の女王　ベルガリアード物語　２
デイヴィッド・
エディングス　著
佐藤　ひろみ　訳

18:38

語りつぐ者
パトリシア・ライリー・
ギフ　作
もりうち　すみこ　訳

5:14

路上のストライカー
マイケル・
ウィリアムズ　作
さくま　ゆみこ　訳

7:22

時をつなぐおもちゃの犬
マイケル・
モーパーゴ　作
杉田　七重　訳

1:50

恐竜物語
レイ・ブラッド
ベリ　著
伊藤　典夫　訳

3:45

ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい
クリスティン・
バーネット　著
永峯　涼　訳

14:01
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

ただいま！マラング村
～タンザニアの男の子のお話～

ハンナ・
ショット　作
佐々木　田鶴子　訳

2:10

沈黙を破る者
メヒティルト・
ボルマン　著
赤坂　桃子　訳

9:21

リスボンへの夜行列車
パスカル・
メルシエ　著
浅井　晶子 訳

24:58

ピレネーの城
ヨースタイン・
ゴルデル　著
畑沢　裕子　訳

8:47

窓から逃げた１００歳老人
ヨナス・
ヨナソン　著
柳瀬　尚紀　訳

15:18

【９４０　ドイツ文学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

概説障害者差別解消法
障害者差別
解消法解説
編集委員会

6:05

狩野永徳
狩野　永徳　画
川本　桂子　著

2:24

葛飾北斎
葛飾　北斎　画
神谷　浩　著

1:49

黒田清輝
黒田　清輝　画
三輪　英夫　著

1:51

佐伯祐三
佐伯　祐三　画
斉藤　泰嘉　著

1:41

ルノワール
ルノワール　画
黒江　光彦　著

1:51

フェルメール
フェルメール　画
黒江　光彦　著

1:36

レオナルド・ダ・ヴィンチ
レオナルド・ダ・
ヴィンチ　画
東野　芳明　著

1:48

【３６０　社会】

３００　社会科学

７００　芸術．美術

【７２０　絵画．書道】

48



 
一 般 Ｃ Ｄ 図 書 

 



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

全国盲学校弁論大会全国大会
第８３回（平成２６年度）

毎日新聞社
点字毎日

1:43 ２枚
組

葬儀マナーとしきたり 桜雲会 0:13

津軽弁の日　第２７回
津軽弁の日
やるべし会

1:20 Ａ

３００　社会科学

【３７０　教育】

【３８０　風俗習慣．民俗学】

８００　言語

【８１０　日本語】

51



 
点 字 図 書 

 



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

乱読のセレンディピティ
～思いがけないことを発見するための読書術～

外山　滋比古 2

記者たちは海に向かった
～津波と放射能と福島民友新聞～

門田　隆将 5

言霊のゆくえ 江原　啓之 3

幸せをつかむ気づき暦
～８つの季節が教える運命と性格～

木村　藤子 2 Ａ

幸せになる人の心がけ・心がまえ 木村　藤子 2 Ａ

すべての縁を良縁に変える５１の「気づき」 木村　藤子 2 Ａ

挫折を愛する 松岡　修造 3

【１５０　倫理学．道徳】

０００　総記

【０１０　図書館学】

１００　哲学

【１４０　心理学】

【０７０　ジャーナリズム．新聞】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

人生が変わる「朝時間」の過ごし方 藤井　孝一 2

見えないチカラを味方につけるコツ 山崎　拓巳 2

「頭のいい人」は、シンプルに仕事する！
～人生のクオリティーが画期的に上がる本～

中島　孝志 2

夫につき合う秘密集
～頭のいい妻になる２２４項目～

池坊　保子 4

遠回りがいちばん遠くまで行ける 有川　真由美 2

てるてる法話集 1 Ａ

ほとけ様に教わった毎日をハッピーにする
９０の方法

南泉和尚 3

ヒルティ幸福論　１ カール・ヒルティ　他 5

ヒルティ幸福論　２ カール・ヒルティ　他 6

【１８０　仏教】

【１９０　キリスト教】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

江戸は世界最高の知的社会
～異才、天才、奇人、変人、田安徳川家当主が
　語る「とっておきの話」～

徳川　宗英 3

あなたの知らない青森県の歴史 山本　博文 3 Ａ

焼け跡から立ち上がった１０人の男たち 新井　恵美子 4

佐々木多門伝　～世界と戦った風雪の英語人～ 佐々木　紀人　他 3 Ａ

八十年の秘密　～生まれて、生きて～ 中　万里 2

大統領の執事の涙 ウィル・ヘイグッド　他 2

マックス・ヴェーバー物語
～二十世紀を見抜いた男～

長部　日出雄 8 Ａ

青森たび歩きの達人
～深くて懐かしい青森のたび～

泰斗舎 4 Ａ

【２８０　伝記】

【２９０　地理．地誌．紀行】

２００　歴史

【２１０　日本史】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

大事なことは自転車が教えてくれた
～旅、冒険、出会い、そしてハプニング！～

石田　ゆうすけ 4

地図を破って行ってやれ！
～自転車で、食って笑って、涙する旅～

石田　ゆうすけ 4

逃北　～つかれたときは北へ逃げます～ 能町　みね子 2

白神学　～歩く見る聞く白神～　第１巻 山下　祐介 5 Ａ

八戸ふるさと検定　公式テキストブック
～南部寺子屋「はちのへ塾」～

八戸観光
コンベンション協会

7 Ａ

ブナの息吹、森の記憶
～世界自然遺産白神山地～

根深　誠 2 Ａ

ふらっと朝湯酒 久住　昌之　他 2

富士さんぽ 3

私はなぜ８０歳でエベレストを目指すのか 三浦　雄一郎 2 Ａ

社会を変えるには 小熊　英二 7

３００　社会科学

【３００　社会科学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

高校生からわかる　政治のしくみと議員のしごと 山田　健太　他 3

やらなきゃゼロ！
～財政破綻した夕張を元気にする全国最年少
　　市長の挑戦～

鈴木　直道 2

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律施行令　他

4

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 2

精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律施行令　精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律施行規則

1

成年後見制度とは…
～制度を理解するために～ 改訂第２版

東京都社会福祉
協議会　他

1

犯罪被害者白書（概要版）　平成２５年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 1

犯罪被害者白書（概要版）　平成２６年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 1

【３２０　法律】

【３１０　政治】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

少子化社会対策白書（概要版）　平成２５年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2

少子化社会対策白書（概要版）　平成２６年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2

社長は少しバカがいい。
～乱世を生き抜くリーダーの鉄則～

鈴木　喬 3

正しい報告書・レポートの書き方
～「基本ルール」とわかりやすく書くコツ～

下條　一郎 6

相手を自在に操るブラック心理術
～面白いほど自分の要求が通る！～

神岡　真司 2

親の家を片づける
～ある日突然膨大な老親の荷物や家の整理と
　　処分があなたの身に降りかかってきたら、
　　どうしますか？

主婦の友社 2

改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・
合理的配慮の提供の指針の在り方に関する
研究会報告書

改正障害者雇用促進法
に基づく差別禁止・合理的
配慮の提供の指針の
在り方に関する研究会

1

精神科医が教えるお金をかけない
「老後の楽しみ方」

保坂　隆 3

自殺対策白書（概要版）　平成２５年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 1

【３３０　経済】

【３６０　社会】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

日本最大の総会屋「論談」を支配した男 大下　英治 5

モンスター　～尼崎連続殺人事件の真実～ 一橋　文哉 5

意識をデザインする仕事
～「福祉の常識」を覆すピープルデザインが
　　目指すもの～

須藤　シンジ 3

至言☆名言　介護施設で出会いました 岩崎　美和子　他 1

世界をさわる　～新たな身体知の探究～ 広瀬　浩二郎 4

平成２５年度障害者施策の概況
～障害者白書（概要）～

内閣府 1

福祉行政報告例の概況　平成２４年度

厚生労働省大臣官房
統計情報部人口動態・
保健社会統計課行政
報告統計室

1

社会福祉施設等調査の概況　平成２３年

厚生労働省大臣官房
統計情報部人口動態・
保健社会統計課社会
統計室

2

高齢社会白書（概要版）　平成２５年版 内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2

高齢社会白書（概要版）　平成２６年版 内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

高齢者と障害者のための読み書き支援
～「見る資料」が利用できない人への
　代読・代筆～

日本盲人社会福祉
施設協議会情報
サービス部会

3

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律」に基づく対応状況等に
関する調査結果報告書　平成２４年度

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害
福祉課地域生活支援
推進室

1

障害者の芸術表現
～共生的なまちづくりにむけて～

川井田　祥子 4

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

3

図説　よくわかる障害者総合支援法 坂本　洋一 5

生活のしづらさなどに関する調査（全国
在宅障害児・者等実態調査）結果の概要
平成２３年

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課 1

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する
条約の実施に関する法律
いじめ防止対策推進法　他

2

視覚障害教育入門 青柳　まゆみ　他 4

江戸の献立 福田　浩　他 2

【３７０　教育】

【３８０　風俗習慣．民俗学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

納豆に砂糖を入れますか？ 野瀬　泰申 4

白神山地マタギ伝　～鈴木忠勝の生涯～ 根深　誠 4 A

葬儀マナーとしきたり
～バリアフリーブックレット～

桜雲会 1

ねぶた祭　～“ねぶたバカ”たちの祭典～ 河合　清子 3 A

最後のイタコ 松田　広子 2 A

みちのく伝説物語 名久井　貞美 2 A

すてきな地球の果て 田辺　優貴子 2 A

命がけで南極に住んでみた
ゲイブリエル・
ウォーカー　他

8

いのちと重金属　～人と地球の長い物語～ 渡邉　泉 3

４００　自然科学

【４００　自然科学】

【４３０　化学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

スズメの謎
～身近な野鳥が減っている！？～

三上　修 2

生物多様性はなぜ大切か？ 日髙　敏隆 3

ミドリムシ大活躍！
～小さな生物が創る大きなビジネス～

石川　憲二 3

ヤマネのすむ森
～湊先生のヤマネと自然研究記～

湊　秋作 2

家で死ぬということ 山崎　章郎 3

脳はバカ、腸はかしこい
～腸を鍛えたら、脳がよくなった～

藤田　紘一郎 3

ひきこもり５００人のドアを開けた！
～精神科医・水野昭夫の「往診家族療法」
　３７年の記録～

宮　淑子 2

感染症と文明　～共生への道～ 山本　太郎 3

【４８０　動物学】

【４９０　医学．薬学】

【４６０　生物科学】

【４７０　植物学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

皮膚科医が教える本当に正しい足のケア
～かさつき・巻き爪・たこ・外反母趾～

高山　かおる 2

地域保健・健康増進事業報告の概況
平成２４年度

厚生労働省大臣官房
統計情報部人口動態・
保健社会統計課行政
報告統計室

1

厚生労働白書　平成２５年版 厚生労働省 6

男が老化しない生き方 石原　結實 2

「病気がある人」ほどなぜ、“健康”で
いられるのか

石原　結實 3

１０３歳世界最速のおじいちゃんスプリンター
～１００歳で１００ｍ世界新記録！
　－健康長寿の秘密と習慣～

宮﨑　秀吉 2

「機嫌よく生きる」と健康・仕事・人間関係に
恵まれる

3

食育白書（概要版）　平成２５年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2

技術者という生き方 上山　明博 2

５００　技術．工学

【５００　技術．工学】

64



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

イギリス式「おばあちゃんの知恵」で
心地よく暮らす

井形　慶子 2

岸朝子の『旬の食材で簡単料理』　上巻 岸　朝子 1

岸朝子の『旬の食材で簡単料理』　下巻 岸　朝子 1

クックパッドの大好評レシピ
～本当においしいＢＥＳＴ１００～

2

初女さんのお料理　愛蔵版 佐藤　初女 2 Ａ

ソウルメイト　～奇跡を支えた魂の絆～ 木村　秋則 3 Ａ

地球に生まれたあなたが今すぐしなくては
ならないこと

木村　秋則 2 Ａ

野菜のすごくタメになる話
～毎日食べているのに意外と知らない～

平成暮らしの研究会 3

【５９０　家政学．生活科学】

６００　産業

【６２０　園芸】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

鳥のはなし　～人と鳥の心温まる物語～ 松本　壮志 2

ミクロの森
～１㎡の原生林が語る生命・進化・地球～

デヴィッド・ジョージ・
ハスケル　他

7

徳川三百年を支えた豪商の「才覚」 童門　冬二 3

商店街はなぜ滅びるのか
～社会・政治・経済史から探る再生の道～

新　雅史 3

落ちこぼれでも成功できる
～ニトリの経営戦記～

大下　英治 7

交通安全白書（概要版）　平成２５年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 1

交通安全白書（概要版）　平成２６年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2

【６４０　畜産業．獣医学】

【６５０　林業】

【６７０　商業】

【６８０　運輸．交通】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

「磯野家」の幸福 おかの　きんや 2

評伝ナンシー関
～心に一人のナンシーを　ｎａｎｃｙ　ｓｅｋｉ
　１９６２－２００２～

横田　増生 5 Ａ

１０７歳生きるならきれいに生きよう！ 嘉納　愛子 1

演劇ほど面白いものはない
～非日常の世界へ～

蜷川　幸雄 1

おーい、寅さん 小泉　信一 3

女優浅丘ルリ子咲きつづける 浅丘　ルリ子 2

高峰秀子が愛した男 斎藤　明美 2

敗者 松山　ケンイチ 4 Ａ

７００　芸術．美術

【７２０　絵画．書道】

【７３０　版画】

【７６０　音楽．舞踊】

【７７０　演劇．映画】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

首のたるみが気になるの ノーラ・エフロン　他 3

ＭＬＢに挑んだ７人のサムライ
～イチロー／松井秀喜／黒田博樹／ダルビッシュ有
　／上原浩治／田沢純一／松坂大輔～

杉浦　大介 3

弘前学院聖愛高校原田一範物語
～りんごっ子で日本一～

山内　正行　他 2 Ａ

あおもり力士よもやま話　第三巻 奈月　ひかる 3 Ａ

白鵬のメンタル
～人生が１０倍大きくなる「流れ」の構造～

内藤　堅志 3

「もう一日がんばる」勇気
～弱虫ロボコップ　元小結高見盛～

振分　精彦 2 Ａ

絆があれば、どこからでもやり直せる 小原　日登美　他 3 Ａ

子殺し　～猪木と新日本プロレスの１０年戦争～ 金沢　克彦 6

大江戸剣豪列伝
～切先越しにみるサムライの２６０年～

田澤　拓也 3 Ａ

【７８０　スポーツ．体育】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

この「言い回し」で１０倍差をつける 金田一　秀穂 2

日本語の「書き」方 森山　卓郎 3

８００　言語

【８００　言語】

【８１０　日本語】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

おはなしのろうそく２７・２８ 東京子ども図書館 1

池谷敦子点字詩集
～指先から広がる想像の翼～

池谷　敦子 1

髙瀨霜石　～川柳作家全集～ 髙瀨　霜石 1 Ａ

流　～中村キネ歌集～ 中村　キネ 1 Ａ

はいくのえほん　抜粋版　続 西本　鶏介 1

主婦川柳 イオンスクエア編集部 1

げんせん書け流し 伊奈　かっぺい 2 Ａ

夕顔 藤田　晴央 1 Ａ

９００　文学

【９００　文学】

【９１０　日本文学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

その妻 明野　照葉 4

スクールガール・エクスプレス３８ 芦辺　拓 4

呪縛の旅 阿部　幹 7 Ａ

隠し神 井川　香四郎 4

晩夏光 池田　久輝 4

相互確証破壊 石持　浅海 3

こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司 6

ラジ＆ピース 絲山　秋子 2

騙し絵 犬飼　六岐 4

悪意のクイーン 井上　剛 4

ラブ・ウール１００％ 井上　林子 2

【９１３．６　近代小説】

《ア～オ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

ほろびぬ姫 井上　荒野 3

赤い追跡者 今井　彰 8

断固として進め 江上　剛 5

問題物件 大倉　崇裕 5

総理への宿命小泉進次郎 大下　英治 5

紙の眼 大山　尚利 3

さようなら、私 小川　糸 4

俺のもんだぜ 沖田　正午 3

津軽風雲録 長部　日出雄 4 Ａ

津軽世去れ節　～小説集～ 長部　日出雄 4 Ａ

恋文讃歌 鬼塚　忠 5

霊感検定 織守　きょうや 5
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

霊感検定　２ 織守　きょうや 7

あなたの人生、片づけます 垣谷　美雨 4

私のなかの彼女 角田　光代 5

空蝉
～元御庭番半九郎影仕置～

笠岡　治次 4

ある殺人者の回想 勝目　梓 5

ライバル 川上　健一 5 Ａ

雲の王 川端　裕人 7

俺物語！！　１ 河原　和音　他 3

俺物語！！　２ 河原　和音　他 3

祭りの日　慶次郎縁側日記１４ 北原　亞以子 4

ジュリオ 木下　半太 5

《カ～コ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

火男 吉来　駿作 4

アニバーサリー 窪　美澄 5

雨のなまえ 窪　美澄 4

リアスの子 熊谷　達也 5

サバンナゲーム　３　動乱 黒井　嵐輔 4

くらやみ坂の料理番 小早川　涼 3

いつもが消えた日 西条　奈加 5

荒野の旅　～光を求めて～ 坂上　富志子 5

おれたちの青空 佐川　光晴 3

ぼくらの輪廻転生 さとう　まきこ 3

夜風から、夢　～柏屋藍治郎密か話～ 篠原　景 3 Ａ

《サ～ソ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

天山の巫女ソニン　江南外伝 菅野　雪虫 3

ぞろりんがったん　～怪談をめぐるミステリー～ 大門　剛明 4

美雪晴れ　～みをつくし料理帖９～ 高田　郁 4

ドレミファ荘のジジルさん
～ピピンとトムトム物語～

たかどの　ほうこ 2

オサキつくもがみ、うじゃうじゃ
もののけ本所深川事件帖　５

高橋　由太 3

はつ恋の 高原　七弥 2

かごめかごめ 滝沢　秀一 4

その花は、その花のように 竹川　新樹 2

こなもん屋うま子 田中　啓文 4

ひこばえに咲く 玉岡　かおる 5 Ａ

甘いもんでもおひとつ　～藍千堂菓子噺～ 田牧　大和 4

《タ～ト》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

鯖猫長屋ふしぎ草紙 田牧　大和 5

風になった伝書猫
～猫と人の魂が交差する物語～

田村　元 2

醒めながら見る夢 辻　仁成 3

ヤマネコ・ドーム 津島　佑子 5 Ａ

すなまわり 鶴川　健吉 2

刑事の絆 堂場　瞬一 6

妻恋坂情死行 鳥羽　亮 3

妖怪一家　九十九さん 富安　陽子 1

妖怪一家の夏まつり 富安　陽子 2

ピンザの島 ドリアン助川 5

木曜日は曲がりくねった先にある 長江　優子 3

《ナ～ノ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

嫁の心得 中得　一美 3

上石神井さよならレボリューション 長沢　樹 5

「Ａ」 中村　文則 3

木崎くんと呼ばないで！　３ 長物　守 5 Ａ

神様のカルテ　３ 夏川　草介 6

帰郷　～三世代警察医物語～ 新津　きよみ 4

スニーカーエイジ 西浦　達雄 4

クモばんばとぎんのくつした 仁科　幸子 1

お召し上がりは容疑者から
～パティシエの秘密推理～

似鳥　鶏 6

いちばん長い夜に 乃南　アサ 6

禁猟区 乃南　アサ 4
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

たぶんねこ 畠中　恵 4

失敗屋ファーザー 樋口　卓治 3

スープの国のお姫様 樋口　直哉 5

「奥の細道」不連続殺人ライン 深谷　忠記 6

暗門の祈り 福井　次郎 4 Ａ

爪と目 藤野　可織 2

蠢動 冬野　秀俊 5 Ａ

追尾 冬野　秀俊 6 Ａ

幻想探偵社 堀川　アサコ 4 Ａ

幻想日記店 堀川　アサコ 4 Ａ

不思議プロダクション 堀川　アサコ 4 Ａ

《ハ～ホ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

芳一 堀川　アサコ 4 Ａ

チョーコーイレブン
～大阪朝鮮高校サッカー部の奇跡～

本田　久朔 4

シャインロード 升井　純子 2

沈むフランシス 松家　仁之 3

ＮＯ　ＷＡＹ　ＯＵＴ脱出不能 松尾　清貴 5

代書屋ミクラ 松崎　有理 5

人生相談。 真梨　幸子 5

高校入試 湊　かなえ 6

謀殺回廊　～新宿署密命捜査班～ 南　英男 4

ゼロワン　～陸の孤島の司法書士事件簿～ 深山　亮 4

影舞 睦月　影郎 3

《マ～モ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

働かないの　～れんげ荘物語～ 群　ようこ 3

大事なことほど小声でささやく 森沢　明夫 5

ミーコの宝箱 森沢　明夫 4

再会　あくじゃれ瓢六 諸田　玲子 5

友罪 薬丸　岳 8

蔦屋　～ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＵＺＡＢＵＲＯ～ 谷津　矢車 5

犬から聞いた素敵な話
～あなたと暮らせてよかった～

山口　花 2

質屋「六文屋」の訳アリな訪問客
～謎、買い取ります。～

吉川　美樹 4

名もなき花の　紅雲町珈琲屋こよみ３ 吉永　南央 4

慶花の夢　～山同心花見帖～ 六道　慧 5

《ヤ～ヨ》

《ラ～ロ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

馬淵川　～小説～ 渡辺　喜恵子 5

東奥文学賞作品集　第２回 2 Ａ

おばさん事典 小川　有里 2

○に近い△を生きる
～「正論」や「正解」にだまされるな～

鎌田　實 3

人生のずる休み 北　杜夫 3

初女さんの心を結ぶ「分かち合い」 佐藤　初女 1 Ａ

明日の友を数えれば 常盤　新平 3

さよならは小さい声で
～松浦弥太郎エッセイ集～

松浦　弥太郎 2

子ども落語家りんりん亭りん吉 藤田　富美恵 2

《ワ》

【９１３．６８　合集】

【９１４　評論．エッセイ．随筆】

【９１６　記録．手記．ルポルタージュ】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

アンナのうちはいつもにぎやか
～アンナ・ハイビスカスのお話～

アティヌーケ　作
永瀬　比奈　訳

1

ミンティたちの森のかくれ家
キャロル・ライリー・
ブリンク　著
谷口　由美子　訳

3

ホートン・ミア館の怖い話
クリス・プリーストリー 著
西田　佳子　訳 3

ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい
クリスティン・
バーネット　著
永峯　涼　訳

6

テディ・ロビンソンとサンタクロース
ジョーン・Ｇ．
ロビンソン　作
小宮　由　訳

2

テディ・ロビンソンのたんじょう日
ジョーン・Ｇ．
ロビンソン　作
小宮　由　訳

2

ゆうかんなテディ・ロビンソン
ジョーン・Ｇ．
ロビンソン　作
小宮　由　訳

2

ふしぎな八つのおとぎばなし ジョーン・エイキン　著
こだま　ともこ　訳 2

エデンの東　１ ジョン・スタインベック 著
土屋　政雄　訳 4

【９３０　英米文学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

エデンの東　２ ジョン・スタインベック 著
土屋　政雄　訳 2

エデンの東　３ ジョン・スタインベック 著
土屋　政雄　訳 4

武器よさらば
ヘミングウェイ 著
高見　浩　訳

7

シーグと拳銃と黄金の謎 マーカス・セジウィック 著
小田原　智美　訳 3

緑の精にまた会う日 リンダ・ニューベリー　著
野の　水生　訳 2

やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン　著
こみや　ゆう　訳 1
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