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 凡    例  

 

１．この図書目録は、平成２７年４月～平成２８年３月までの間に当センタ 

ーの蔵書となった録音図書（デイジー図書・マルチメディアデイジー図 

書・一般ＣＤ図書・カセットテープ図書）・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で、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 時間数 備考

橋をかける
～子供時代の読書の思い出～

美智子 1:20

新・考えるヒント 池田　晶子 6:44

よく生きよく笑いよき死と出会う
アルフォンス・
デーケン

6:26

騙す人の心理騙される人の心理 北里　信太郎 5:48

新・気づく力 木村　藤子 4:28 Ａ

ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤　美代子 6:41

トラウマの心理学 小西　聖子 講師 8:01

０００　総記

【０１０　図書館学】

【１００　哲学】

１００　哲学

【１４０　心理学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

無理しないで賢く生きる Ｍ．Ｒ．バスコ他 6:57

プロカウンセラーの夢分析
～心の声を聞く技術～

東山　紘久 7:49

大事なときに緊張しないですむ方法
～肩の力がフッと抜けるリラックス術～

松本　桂樹 4:04

小さな贈り物
～傷ついたこころにより添って～

村瀬　嘉代子 6:05

見守られて生きる 矢作　直樹 3:08

バカ力
～完璧をめざさない強さ～

山名　裕子 3:35

もの忘れを防ぐ２８の方法
～人の名前がすぐ出なくなったら読む本～

米山　公啓 3:58

五つの傷
～心の痛みをとりのぞき
本当の自分になるために～

リズ・ブルボー 他 8:43

「心の癖」を変える２０の法則
～人生の悦びをもっと味わうために～

ハル・アーバン 他 5:23

もう「できる人」はやめよう
～人の数だけ仕事のスタイルはある～

青木　淳 4:58

遠回りがいちばん遠くまで行ける 有川　真由美 3:32

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

年齢とともに幸せになる生き方
～人生は右肩あがりで行こう～

大谷　羊太郎 4:27

後悔をした今が、幸運のはじまり 加藤　諦三 5:15

幸せが笑いながらやってくる！！ 加藤　雄詞 6:07

わたしの人生、今が一番
～女五十歳からの自己実現
　　愛・生きがい・自分育て～

木元　教子 6:10

春を招ぶ人　８
～幸せの種を蒔く人に～

コーチャル出版部 2:53

仕事ができる人は知っている
～古典に学ぶビジネスの知恵～

小林　薫 7:32

おもしろすぎる成功法則 斎藤　一人 4:13

自分を考える／変えて考える
～心の持ち方で人は変われる～

佐久間　幾雄 3:58

女らしさ愛らしさ
～美しく生きるための心得～

鈴木　健二 7:16 Ａ

実践人間学 谷沢　永一 3:41

それでも人生にＹＥＳを 富樫　康明 3:15

もたない男 中崎　タツヤ 4:35
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

奇跡を起こす！３つの魔法
バーバラ・
バーク 他

3:06

人と違うことをやれ！ 堀　紘一 8:25

「ゼロ成長」幸福論 堀切　和雅 6:08

楽に生きるための人生相談 美輪　明宏 4:04

孤独と上手につきあう９つの習慣 和田　秀樹 4:33

老年の豊かさについて
～生を愉しみ、老いにたじろがず～

渡部　昇一 4:32

幸運の扉をひらく 谷口　清超 7:05

良寛さまと読む法華経 竹村　牧男 9:11

迷わない坐禅の作法 枡野　俊明 6:31

素直に歳をかさねなさい
～人生後半に役立つ「禅の智恵」～

松野　宗純 4:23

釈尊最後の旅と死
～涅槃経を読みとく～

松原　泰道 6:27

【１６０　宗教】

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

松原泰道の説法人生 松原　泰道 4:16

てるてる法話集　２ 2:07 Ａ

津軽の野づらから 鈴木　和男 4:07 Ａ

誰だって人生をやり直せる 鈴木　啓之 5:34

歴史の使い方 堺屋　太一 8:29

縄文文明の発見
～驚異の三内丸山遺跡～

梅原　猛 他 8:07 Ａ

三内丸山の世界
～縄文鼎談～

岡田　康博 他 7:46 Ａ

新選組武士道
～「退くな！」の美学～

田原　八郎 3:01

【２１０　日本史】　

【１９０　キリスト教】

２００　歴史

【２００　歴史】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

もう一つの「幕末史」
～“裏側”にこそ「本当の歴史」がある！～

半藤　一利 8:29

八戸藩の歴史をたずねて
～八戸藩領をあるく東京散歩～

三浦　忠司 17:07 Ａ

あなたの知らない青森県の歴史 山本　博文 6:24 Ａ

伏見宮　～もうひとつの天皇家～ 浅見　雅男 14:51

石津謙介
～いつもゼロからの出発だった～

石津　謙介 3:45

陸羯南の津軽 稲葉　克夫 10:58 Ａ

１８歳、青春まっしぐら
～音のない世界に生きる～

今田　真由美 4:37

大宅壮一　～自伝～ 大宅　壮一 4:31

母と神童　～五嶋節物語～ 奥田　昭則 12:07

自然に生きて 小倉　寛太郎 6:21

先に進む道 白川　好光 2:27

【２８０　伝記】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

いつまでもファイト！ 武田　麻弓 6:03

父・マッサンの遺言 竹鶴　威 他 5:51

きょうも命日 長薗　安浩 7:18

全開わが人生　１　～弱視の記～ 西岡　恒也 9:37

全開わが人生　２　～弱視の記～ 西岡　恒也 9:12

藤田謙一　～初代日本商工会議所会頭～ 弘前商工会議所 8:20 Ａ

美智子さま　雅子さま　愛子さま 松崎　敏弥 5:43

三輪田眞佐子　～教へ草／他～ 三輪田　眞佐子 5:29

柳田国男　～炭焼日記～ 柳田　国男 10:14

女・今を一心に生きる
～ＮＨＫラジオ深夜便「列島縦断女のくらし」～

山根　基世 6:14

淀川長治　～私の映画遺言～ 淀川　長治 7:28
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

５日間の休みで行けちゃう！
美しい街・絶景の街への旅

Ａ－Ｗｏｒｋｓ 8:08

北極の日本晴れ
～氷を歩いて２千キロ～

大場　満郎 6:45

バウルの歌を探しに
～バングラデシュの
喧噪に紛れ込んだ彷徨の記録～

川内　有緒 8:23

ルンルン海外透析旅行
～透析患者だって旅に出る～

桜井　友紀 7:04

青森県謎解き散歩
～弘前城、恐山、十和田湖、
岩木山からねぶた、太宰治、りんごまで“青森学”の
決定版！　知れば知るほど「あおもり」は面白い！～

盛田　稔 7:29 Ａ

青森のいで湯めぐり 7:29 Ａ

ディープル　ゆる旅あおもり 2:25 Ａ

北朝鮮難民 石丸　次郎 7:32

あてになる国のつくり方 井上　ひさし 他 8:02

【２９０　地理.地誌.紀行】

３００　社会科学

【３００　社会科学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

忘れてはいけないことがある 鎌田　慧 5:53 Ａ

可能なるコミュニズム 柄谷　行人 10:30

「次」はこうなる 堺屋　太一 8:27

論戦　1999 櫻井　よしこ 6:47

闇に活路あり 春山　満 6:40

とんでもない母親と情けない男の国日本 マークス寿子 6:15

国思う故にわれあり 渡部　昇一 5:22

なぜ、日本では誰でも総理になれるのか！？
～日本人の素朴な疑問～

井沢　元彦 3:57

経世会竹下学校 大下　英治 13:55

自分の国を愛するということ
～２１世紀の日本の戦略的進路～

岡崎　久彦 6:53

警察はなぜ堕落したのか 黒木　昭雄 6:33

【３１０　政治】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

小泉純一郎と田中真紀子 小林　吉弥 4:41

神と黄金　（上）　～イギリス，アメリカはなぜ
近現代世界を支配できたのか～

ウォルター・
ラッセル・ミード
他

18:32

神と黄金　（下）　～イギリス，アメリカはなぜ
近現代世界を支配できたのか～

ウォルター・
ラッセル・ミード
他

20:04

印鑑の基礎知識
～知らないではすまされない～

寺沢　正孝 他 5:28

浪費なき成長　～新しい経済の起点～ 内橋　克人 6:33

ダメな時代のお金の助け方 邱　永漢 6:32

「人望力」の条件
～人が集まる五つの要諦～

童門　冬二 7:12

アジアの悲劇　～見えない終末～ 長谷川　慶太郎 5:53

稲盛流コンパ
～最強組織をつくる究極の飲み会～

北方　雅人 他 4:52

今、リーダーに必要な５０の話 森　祇晶 4:40

【３２０　法律】

【３３０　経済】

10



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

年収３００万円時代を生き抜く経済学
～給料半減が現実化する社会で
「豊かな」ライフ・スタイルを確立する！～

森永　卓郎 5:04

田中角栄の「逃税学」
～税法のあらゆる穴を知っていた男～

立石　勝規 7:01

組織をだめにするリーダー、
繁栄させるリーダー

フランチェスコ・
アルベローニ
他

5:40

至言☆名言　介護施設で出会いました 岩崎　美和子 他 1:32

日本最大の総会屋「論談」を支配した男 大下　英治 8:57

青森あるある 長内　三八郎 2:34 Ａ

楽老の計 河上　和雄 5:22

マンション管理組合理事になったら読む本 貴船　美彦 5:54

さよなら、盲導犬ミッキー 近藤　靖 4:27

いばりんぼうの研究と対策 斎藤　茂太 4:23

【３４０　財政】

【３６０　社会】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

悩む力　～べてるの家の人びと～ 斉藤　道雄 8:19

未来なんか見えない
～自傷する若者たち～

佐々木　央 4:55

楽老の季節を生きる 鈴木　健二 6:26 Ａ

「新しい家族」のつくりかた 芹沢　俊介 9:11

もう限界！！親を介護施設に
あずけるお金がわかる本

高室　成幸 8:23

あなたはこうしてだまされる
～詐欺・悪徳商法１００の手口～

多田　文明 6:34

「なんでわかってくれないの！」と
思ったときに読む本

トーマ・
ダンサンブール
他

10:58

障害者白書　～平成２７年版～ 内閣府 8:27

ことばと人権　人謙学習ブックレット　５ 中川　喜代子 2:14

静かなる愛
～ソーシャルワーカーの日記から～

中村　雪江 3:59

老人栄えて国亡ぶ 野末　陳平 4:57

ワガママなバアサンになって楽しく生きる 樋口　恵子 5:46
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

不安な国日本
～福祉の国イギリスから見ると～

マークス寿子 8:05

父のことば 宮本　輝 6:57

精神科医町沢静夫の
「子供がいちばん」はやめなさい

町沢　静夫 5:01

ナルちゃん憲法
～皇后美智子さまが伝える
愛情あふれる育児宝典～

松崎　敏弥 4:16

萱野茂
～アイヌの里二風谷に生きて～

萱野　茂 6:18

ねぶた祭
～“ねぶたバカ”たちの祭典～

河合　清子 6:47 Ａ

礼儀覚え書
～品格ある日本のために～

草柳　大蔵 6:30

山怪　～山人が語る不思議な話～ 田中　康弘 6:55

江戸の献立 福田　浩 他 4:13

新婦入場です
～結婚披露宴心に残る５８話～

御蔭　直 4:18

混浴宣言 八岩　まどか 8:49

【３７０　教育】

【３８０　風俗習慣.民俗学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

ちいさなちいさな
～めにみえないびせいぶつのせかい～

ニコラ・デイビス他 0:45

世界一賢い鳥、カラスの科学
ジョン・マーズラフ
他 13:39

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺　佑基 8:28

体内年齢を若くする小さな習慣
～食べる活力～

板倉　弘重 5:57

長生きするのに薬はいらない
～「治る力」を引き出す免疫力の高め方～

宇多川　久美子 4:54

食物アレルギーのすべてがわかる本
～イラスト版～

海老沢　元宏 4:53

素敵なお産をありがとう 大関　洋子 5:31

ラストプレゼント
～家で看取るしあわせ～

小野　宏志 5:32

４００　自然科学

【４６０　生物科学】

【４８０　動物学】

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

たった５分間で９割の腰痛がよくなる本
～ＡＫＡ－博田法で、腰痛が消えた！～

片田　重彦 4:50

自分で治せる！顎関節症
～イラスト版～

木野　孔司 4:11

死体からのメッセージ　～鑑定医の事件簿～ 木村　　康 7:53

厚生労働白書　平成２７年版
～平成２６年度厚生労働行政年次報告～

厚生労働省 8:16

青森ドクターヘリ劇的救命日記
～Ｎｏｎ‐ｓｔｏｐ　ｄｏｃｕｍｅｎｔ～

今　明秀 7:50 Ａ

うつを鍼灸で治す 斎藤　剛康 4:01

眠れない眠りたい
～快眠のための１０のステップ～

ティモシー
Ｊ．シャープ 他

7:39

「元祖」野菜スープ強健法
～ガン細胞も３日で消えた！？～

立石　和 5:36

スローピングでピンピン・スタスタ・介護なし 奈良岡　紘子 3:11 Ａ

東洋医学ポケット用語集
～知りたいこと、いっぱい！～

野々井　康治  30:27

心の悩み外来 野村　総一郎 4:49

食がこどもたちを救う　～新食育革命～ 服部　幸應 6:59
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

心臓外科医 坂東　　興 5:38

嚥下障害のことがよくわかる本
～食べる力を取り戻す　イラスト版～

藤島　一郎 5:03

素顔の山中伸弥
～記者が追った２５００日～

毎日新聞
科学環境部

7:59

運命の子
～トリソミー　短命という定めの
男の子を授かった家族の物語～

松永　正訓 6:08

電車に乗れない人たち
～大丈夫、パニック障害は治るよ！～

松本　桂樹 4:48

「機嫌よく生きる」と
健康・仕事・人間関係に恵まれる

6:13

日本型食生活を支える
～食育活動の取組～

すこやか食生活
協会

1:00

発明オモシロ読本 大里荘太郎 5:51

サウンドとオーディオ技術の基礎知識
～音楽が１０倍楽しくなる！～

坂本　真一 他 10:38

５００　技術.工学

【５００　技術.工学】

【５４０　電気工学.電子工学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

家電の科学
～ここまで進化した驚異の技術～

山名　一郎 他 5:08

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている
～再生・日本製紙石巻工場～

佐々　涼子 8:06

１００歳のいきいき食卓術
～私の食の心得７カ条～

飯田　深雪 4:37

知っておきたい和風のきほん 市田　ひろみ 7:18

少ないモノでゆたかに暮らす
～ゆったりシンプルライフのすすめ～

大原　照子 3:59

貯金兄弟 竹内　謙礼 他 8:28

イギリスはおいしい 林　望 5:24

ひとつぶのエレガンス
～日々の暮らしを愛するために～

藤野　真紀子 5:25

クックパッドの大好評レシピ
～本当においしいＢＥＳＴ１００～

4:57

【５８０　製造工業】

【５９０　家政学.生活科学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

クールジャパンとは何か？ 太田　伸之 6:19

田んぼアートのキセキ 葛西　幸男 2:51 Ａ

食料・農業・農村白書　平成２６年度 農林水産省 0:52

犬と人の生物学
～夢・うつ病・音楽・超能力～

スタンレー・
コレン 他

9:46

世界でいちばんかなしい花
～それは青森の女子高生たちが
ペット殺処ゼロを目指して咲かせた花～

滝　晴巳 4:00 Ａ

うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳 6:14

鈴木正治の軌跡
～津軽が生んだ魂の造形～

工藤　正義 10:36 Ａ

７００　芸術.美術

６００　産業

【６００　産業】

【６４０　畜産業.獣医学】

【６１０　農業】

【７１０　彫刻】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

はこぶ 鎌田　歩 0:45

田河水泡　～のらくろ一代記～ 田河　水泡 他 7:58

クレヨンからのおねがい！
ドリュー・
デイウォルト 他

41

ぼくはうちゅうじん
～ちきゅうのふしぎ絵本～

中川　ひろたか
他

34

藤子不二雄（Ａ）　藤子・Ｆ・不二雄
～二人で少年漫画ばかり描いてきた～

藤子不二雄（Ａ）
他

9:32

畦地梅太郎
～画文集とぼとぼ六十年～

畦地　梅太郎 6:08

ペテン師と天才
～佐村河内事件の全貌～

神山　典士 10:38

森下洋子 ～バレリーナの情熱～ 森下　洋子 4:48

渡辺貞夫 ～僕自身のためのジャズ～ 渡辺　貞夫 他 7:57

【７２０　絵画.書道】

【７３０　版画】

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

有効期限の過ぎた亭主・賞味期限の切れた
女房
～綾小路きみまろ独演会～

綾小路　きみまろ 2:53

今村昌平　～映画は狂気の旅である～ 今村　昌平 5:42

全身女優　～私たちの森光子～ 小松　成美 11:06

近藤乾三　～能－わが生涯～ 近藤　乾三 5:02

中村メイコ　～メイコめい伝～ 中村　メイコ 7:54

具志堅用高　～リングはぼくの戦場だ～ 具志堅　用高 4:39

大相撲
～誰も教えてくれなかった見かた
楽しみかた　ツウになれる観戦ガイド～

工藤　隆一 6:06

三浦敬三生涯現役
～スキーと自然を愛し、人生を楽しむ達人～

国分　文夫 5:08 Ａ

箱根駅伝　～襷をつなぐドラマ～ 酒井　政人 5:16

レジェンド！
～葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団もの
がたり～

城島　充 3:46

【７７０　演劇.映画】

【７８０　スポーツ.体育】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著(編）者 時間数 備考

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 6:07

強打者列伝 野村　克也 4:41

女房はドーベルマン 野村　克也 5:28

勝負脳の磨き方　～小よく大を制す！～ 舞の海　秀平 4:14 Ａ

千玄室　～お茶をどうぞ～ 千　玄室 5:35

羽生善治闘う頭脳 10:59

声を変えるだけで仕事がうまくいく 秋竹　朋子 4:01

「雑談力」講座
～自然に話せる！会話がはずむ！～

奥脇　洋子 2:48

【７９０　諸芸.娯楽】

８００　言語

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

にほん語観察ノート 井上　ひさし 5:01

【８１０　日本語】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

働きながら書く人の文章教室 小関　智弘 6:11

早乙女勝元
～炎の夜の隅田川レクイエム～

早乙女　勝元 7:00

曽野綾子
～天駈けるほどの軽やかな魂の自由～

曽野　綾子　他 11:34

藤沢周平
～負を生きる物語～

高橋　敏夫 6:00

川柳六大家を語る 大野　風柳 1:01

しがまっこ溶けた
～詩人桜井哲夫との歳月～

金　正美 7:03 Ａ

流　～中村キネ歌集～ 中村　キネ 2:20 Ａ

影絵遊び　～福井陽雪句集～ 福井　陽雪 1:19 Ａ

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

父の微笑 相沢　一郎 7:30

風呂ソムリエ
～天天コーポレーション入浴剤開発室～

青木　祐子 5:56

第３回東奥文学賞大賞受賞作品　北の神話 青柳　隼人 3:00 Ａ

童話屋でござる　～１３の薬瓶～ 東　義久 3:24

呪縛の旅 阿部　幹 15:47 Ａ

青春の津軽海峡
～いまべつ荒馬に恋して～

阿部　誠也 7:05 Ａ

婚活刑事（デカ）
～花田米子の絶叫～

安道　やすみち 7:11

凪の司祭 石持　浅海 18:19

木の実雨　～便り屋お葉日月抄～ 今井　絵美子 7:25

ほら吹き茂平
～なくて七癖あって四十八癖　時代小説～

宇江佐　真理 7:08

【９１３．６　近代小説】

《ア～オ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

チーズはここにあった！
～アリとキリギリスの知恵物語～

植西　聡 他 2:52

やせる石鹸 歌川　たいじ 13:47

紙の眼 大山　尚利 5:40

無私の感触 岡松　和夫 5:50

おんなのかぶ
～４０過ぎたら、女はみんな同い年！～

沖田　修一 他 2:05

霊感検定　２ 織守　きょうや 14:54

連鶴 梶　よう子 12:19

稲荷山誠造　明日は晴れか 香住　泰 9:52

もしも私が、そこにいるならば 片山　恭一 6:19

僕とおじさんの朝ごはん 桂　望実 7:10

十号室 加藤　元 5:21

《カ～コ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

利休の闇 加藤　廣 9:33

署長・田中健一の憂鬱 川崎　草志 7:33

水底の棘　法医昆虫学捜査官　３ 川瀬　七緒 12:19

俺物語！！　１ 河原　和音 他 5:03

俺物語！！　２ 河原　和音 他 4:47

幻の向こう側 神崎　照子 他 4:56 Ａ

書斎の鍵　～父が遺した「人生の奇跡」～ 喜多川　泰 6:24

化土記 北原　亞以子 11:19

太宰治の辞書 北村　薫 4:38 Ａ

鈴木ごっこ 木下　半太 4:07

ドクター・ホワイト 樹林　伸 9:53

聖地Ｃｓ 木村　友祐 7:22 Ａ
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

風の色 クァク　ジェヨン 他 4:51

雪国にて　北海道・東北編
～日本推理作家協会賞受賞作家
　　傑作短編集（２）～

日下　圭介 他 7:12

サバンナゲーム　５ 黒井　嵐輔 7:15

千年岳の殺人鬼 黒田　研二 他 9:36

となりの革命農家 黒野　伸一 11:10

道徳の時間 呉　勝浩 11:19 Ａ

ロスト 呉　勝浩 16:31 Ａ

浜中刑事の妄想と檄運 小島　正樹 10:12

気障でけっこうです 小嶋　陽太郎 8:18

真の雨　（上）
風列廻り与力・青柳剣一郎　３０

小杉　健治 8:10

真の雨　（下）
風列廻り与力・青柳剣一郎　３１

小杉　健治 8:15

京都小町塚殺人事件 木谷　恭介 5:52
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

先生と迷い猫 小林　弘利 他 7:00

ごんたくれ 西条　奈加 12:46

睦月童 西條　奈加 7:47

悪魔を見た家族 斎藤　栄 7:50

荒野の旅　～光を求めて～ 坂上　富志子 9:41

土風　～帳尻屋仕置　１～ 坂岡　真 6:55

校長、お電話です！ 佐川　光晴 8:47

女のいくさ 佐藤　得二 22:53

かぐやのかご 塩野　米松　他 1:16

鴉龍天晴 神々廻　楽市 12:02

おとぼけ同心と小町姉妹
～ギヤマンの花　書下ろし長編時代小説～

霜月　りつ 6:03

《サ～ソ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

メジロの来る庭 庄野　潤三 4:49

死の鳥 白土　勉 9:37

ブラック・ヴィーナス　投資の女神 城山　真一 13:33

私と、妻と、妻の犬 杉山　隆男 8:54

素敵 大道　珠貴 5:09

女か虎か 高木　彬光 9:38 Ａ

神々の黄昏　～帝国の死角　第２部～ 高木　彬光 11:33 Ａ

家政婦トミタ 高田　侑 8:04

トッカン　ｔｈｅ　３ｒｄ 高殿　円 13:11

神様長屋、空いてます。
～新大江戸もののけ横町顛末記～

高橋　由太 3:44

いっしょにアんべ！ 髙森　美由紀 他 3:54 Ａ

《タ～ト》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

おひさまジャム果風堂 髙森　美由紀 8:50 Ａ

ジャパン・ディグニティ 髙森　美由紀 8:23 Ａ

言い寄る 田辺　聖子 7:48

美女と男子 田渕　久美子 13:34

長屋狂言　浜次お役者双六　５ 田牧　大和 7:01

出世侍　１ 千野　隆司 6:39

出世侍　２ 千野　隆司 6:59

小説心が叫びたがってるんだ。
超平和
バスターズ 他

6:37

信長の笑み、光秀の涙 辻　大悟 9:32

この世にたやすい仕事はない 津村　記久子 12:25

熟れてゆく夏 藤堂　志津子 5:58

房子という女  ～ＳＲＯ　ｅｐｉｓｏｄｅ０～ 富樫　倫太郎 8:29
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

スペシャリスト　１－２ 戸田山　雅司 他 7:32

ゲーセンで出会った不思議な子の話 富沢　南 7:45

都ギツネの宝　シノダ！８ 富安　陽子 他 7:48

院内カフェ 中島　たい子 6:00

問いのない答え 長嶋　有 9:33

冥途あり 長野　まゆみ 6:31

ふぬけうようよ　～猫手長屋事件簿～ 仲野　ワタリ 6:14

僕は小説が書けない 中村　航 他 7:36

ズッコケ中年三人組ａｇｅ４９ 那須　正幹 7:34

神様のカルテ　０ 夏川　草介 6:03

青じろい季節 仁木　悦子 8:29

《ナ～ノ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

玉繭の道 仁志　耕一郎 9:30

ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり 他 5:24

オメガ対中工作 浜　嘉之 7:13

みんなの秘密 林　真理子 6:36

桜ノ雨 ｈａｌｙｏｓｙ 他 7:36

晴れ女の耳 東　直子 6:12

天国マイレージ 樋口　卓治 7:37

神様の裏の顔 藤崎　翔 12:10

ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢　数希 10:58

最後の晩ごはん
～ふるさととだし巻き卵～

椹野　道流 6:08

最後の晩ごはん
～刑事さんとハンバーグ～

椹野　道流 6:37

《ハ～ホ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

拝啓、あなたはボーカロイドを知っていますか？
～ひとりの女子高生と
ボーカロイド「ＣＵＬ」の物語～

北條　俊正 8:19

大奥の座敷童子 堀川　アサコ 7:19 Ａ

おちゃっぴい　～大江戸八百八～ 堀川　アサコ 8:58 Ａ

予言村の転校生 堀川　アサコ 9:21 Ａ

夏の朝 本田　昌子 他 6:08

火花 又吉　直樹 4:15

しだれ桜恋心中 松浦　千恵美 7:57

ＮＯ　ＷＡＹ　ＯＵＴ脱出不能 松尾　清貴 10:19

スパイラル　ハゲタカ外伝 真山　仁 10:08

海の牙 水上　勉 9:16

かあさんのしっぽっぽ 村中　李衣 他 1:31

《マ～モ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

花酔いロジック　～坂月蝶子の恋と酔察～ 森　晶麿 7:57

悪しき星座 森村　誠一 7:59

駅 森村　誠一 8:45

あしたあさってしあさって もりやま　みやこ 他 17

ぶたぶたのおかわり！ 矢崎　存美 3:41

相談室へようこそ 安田　あんみ 5:35

赫い月 山上　安見子 5:38

ルパンの娘 横関　大 14:40

レインコートを着た犬 吉田　篤弘 5:38

ハゴロモ よしもと　ばなな 3:27

ブラックバイト　警視庁行動科学課　３ 六道　慧 7:52

《ヤ～ヨ》

《ラ～ロ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

祟り婿
古道具屋皆塵堂　５

輪渡　颯介 8:02

影憑き
古道具屋皆塵堂　６

輪渡　颯介 8:06

大晦日のローストビーフ
～２３の物語～

秋山　ちえ子 8:27

なぜ生まれてきたのか
～新井満の幸福論～

新井　満 2:20

心は少年、体は老人。
～超高齢社会を楽しく生きる方法～

池田　清彦 4:25

ちいさなかみさま 石井　光太 4:35

めぐりあい
～七円の唄誰かとどこかで～

永　六輔 他 5:51

「出会い」の不思議 河合　隼雄 9:35

《ワ》

【９１４　評論.エッセイ.随筆】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

より道わき道散歩道 河合　隼雄 8:36

木皿食堂　２ 木皿　泉 7:12

岸田今日子
～あかり合わせがはじまる～

岸田　今日子 6:01

花明かりのことば 清川　妙 3:33

日本人への遺言　～絶筆～ 草柳　大蔵 5:16

男友だちの部屋 佐藤　愛子 6:13

限りなく透明に凛として生きる
～「日本のマザー・テレサ」が明かす幸せの光～

佐藤　初女 4:06 Ａ

道づれは好奇心 澤地　久枝 7:23

原点を見つめて
～それでも人は生きる～

曽野　綾子 7:07

沈船検死 曽野　綾子 7:26

なぜ人は恐ろしいことをするのか 曽野　綾子 5:15

老いの始末　～死ぬことは怖くない～ 田中　澄江 5:21
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

不良妻権 土屋　賢二 5:48

突然美女のごとく 林　真理子 6:56

縄文の風に吹かれて 藤川　直迪 5:52 Ａ

周平独言 藤沢　周平 11:14

星新一　～きまぐれ星のメモ～ 星　新一 9:10

老いれば自由に死ねばいいのだ
～中身の濃い人生を生きる～

三浦　朱門 3:58

もう一つの出会い 宮尾　登美子 5:59

ことたま
～柳原白蓮エッセイ集～

柳原　白蓮 8:53

月日の残像 山田　太一 7:08

年をとる楽しみ
～まぁるく生きるかトンガッて生きるか～

吉沢　久子　他 5:33

とはずがたり　下　巻３・巻４・巻５ 久我雅忠女 他 24:02

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

アジア気持ちの楽な旅 高田　宏 4:20

イタリア・奇蹟と神秘の旅 坂東　真砂子 5:20

ありのままに。　～筆談議員ママ奮闘記～ 斉藤　りえ 5:06 Ａ

母さんが死んだ
～しあわせ幻想の時代に
「繁栄」ニッポンの福祉を問う　ルポルタ－ジュ～

水島　宏明 11:20

幸せに俺たちだって生きている
～網膜から落ちた鱗～

山本　進 7:27

竜神の高僧　ベルガリアード物語　３
デイヴィッド・
エディングス　著
佐藤　ひろみ　訳

15:05

魔術師の城塞　ベルガリアード物語　４
デイヴィッド・
エディングス　著
柿沼　瑛子　訳

18:44

勝負の終り　ベルガリアード物語　５
デイヴィッド・
エディングス　著
柿沼　瑛子　訳

18:10

アレクシア女史、女王陛下の暗殺を憂う
英国パラソル奇譚　４

ゲイル・
キャリガー　著
川野　靖子　訳

13:26

彷徨える艦隊　５
ジャック・
キャンベル　著
月岡　小穂　訳

12:34

【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

お話きかせてクリストフ

ニキ・
コーンウェル　作
渋谷　弘子　訳
中山　成子　絵

1:33

冷たい川が呼ぶ　（上）
マイクル・
コリータ　著
青木　悦子　訳

9:55

冷たい川が呼ぶ　（下）
マイクル・
コリータ　著
青木　悦子　訳

9:56

決戦！バルト海
海の男／ホーンブロワー・シリーズ８

セシル・スコット
・フォレスター　著
高橋　泰邦　訳

13:15

セーヌ湾の反乱
海の男／ホーンブロワー・シリーズ９

セシル・スコット
・フォレスター　著
高橋　泰邦　訳

11:42

仕事は楽しいかね？　２
デイル・ドーテン
著
野津　智子　訳

4:23

モノグラム殺人事件
<名探偵ポアロ>シリーズ

ソフィー・ハナ　著
山本　博　訳
大野　尚江　訳

15:03

誰でもない彼の秘密
マイケラ・
マッコール　著
小林　浩子　訳

8:05

希望の海へ
マイケル・
モーパーゴ　作
佐藤　見果夢　訳

8:49

ビッグ・レッド・テキーラ
リック・
リオーダン　著
伏見　威蕃　訳

14:23

満開の栗の木
カーリン・
アルヴテーゲン　著
柳沢　由実子　訳

13:56

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

ぼくとテスの秘密の七日間
アンナ・ウォルツ　作
野坂　悦子　訳
きたむら　さとし　絵

5:18

国を救った数学少女
ヨナス・ヨナソン
著
中村　久里子　訳

16:49

機械探偵クリク・ロボット
カミ　著
高野　優　訳 8:03

憎むのでもなく、許すのでもなく
～ユダヤ人一斉検挙の夜～

ボリス・
シリュルニク　著
林　昌宏　訳

13:49

【９５０　フランス文学】
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マルチメディアデイジー図書 

 



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

大学で大人気の先生が語る
〈失敗〉〈挑戦〉〈成長〉の自立学

佐藤　剛史 3:50

えほん障害者権利条約
ふじい　かつのり
他

0:56 Ａ

公務員試験行政５科目まるごと
パスワードｎｅｏ

高瀬　淳一 10:44

仕事とお金
ブリジット・ラベ
他

0:59

障害者の読書と電子書籍
～見えない、見えにくい人の「読む権利」を
　求めて～

日本盲人社会福
祉施設協議会情
報サービス部会

5:30

高校留学アドバイス 伊藤　史子 6:22

1００　哲学

【１５０　倫理学．道徳】

【３１０　政治】

【３７０　教育】

【３６０　社会】

３００　社会科学
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おとうさんはだいくさん 平田　昌広 他 0:47

スポーツを仕事にする！ 生島　淳 4:46

現代文と格闘する　改訂版 竹国　友康　他 22:11

７００　芸術．美術

【７８０　スポーツ．体育】

８００　言語

【８１０　日本語】

５００　技術．工学

【５２０　建築学】
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一般ＣＤ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８４回（平成２７年度）

毎日新聞社
点字毎日

2:34 ２枚
組

津軽弁の日　第２８回
津軽弁の日
やるべし会

1:20 Ａ

３００　社会科学

【３７０　教育】

８００　言語

【８１０　日本語】
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カセットテープ図書 

 



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著（編）者 巻数 備考

障害者白書　平成２７年版 内閣府 6

厚生労働白書　平成２７年版
～平成２６年度厚生労働行政年次報告～

厚生労働省 6

川柳六大家を語る 大野　風柳 1

見つめる　～第３回東北川柳文学大賞～ 丸山　あずさ 1

出世侍１　 千野　隆司 5

出世侍２　 千野　隆司 5

ふぬけうようよ　～猫手長屋事件簿～ 仲野　ワタリ 5

祟り婿　古道具屋皆塵堂　５ 輪渡　颯介 6

９００　文学

【９１３．６　近代小説】

３００　社会科学

【３６０　社会】

４００　自然科学

【４９０　医学．薬学】

【９１1　詩歌】
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点字図書 

 



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

わたしが情報について語るなら
～未来のおとなへ語る～

松岡　正剛 4

もっけのさいわい 伊奈　かっぺい 2 Ａ

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 3

五つの傷
～心の痛みをとりのぞき
　本当の自分になるために～

リズ・ブルボー　他 4

小さな贈り物
～傷ついたこころにより添って～

村瀬　嘉代子 3

あなたが、ここに生まれてきた理由（わけ） 木村　藤子 3 Ａ

自分の心を守りましょう 伊勢白山道 2

０００　総記

【０００　総記】

【０４０　一般論文集】

１００　哲学

【１４０　心理学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

見守られて生きる 矢作　直樹 2

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 2

おもしろすぎる成功法則 斎藤　一人 2

それでも人生にＹＥＳを 富樫　康明 2

なぜかモテる人がしている４２のこと 中谷　彰宏 2

百発百中 斎藤　一人　他 2

「貧乏」のすすめ ひろ　さちや 3

道は開ける
～決定版カーネギー
　あらゆる悩みから自由になる方法～

Ｄ．カーネギー　他 4

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 3

てるてる法話集　2 1 Ａ

【１５０　倫理学.道徳】

【１８０　仏教】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

神と仏の再発見　～カミノミクスが地方を救う～ 長部　日出雄 3 Ａ

日本人の心のかたち 玄侑　宗久 3

不安の９割は消せる
～不安、欲しがる、承認されたい…
「禅」が教える「心の七癖」の取り扱い方～

枡野　俊明 3

ヒルティ幸福論　3 カール・ヒルティ 他 7

あおもり歴史トリビア　第１集
（２０１２年４月６日～８月３１日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

あおもり歴史トリビア　第２集
（２０１２年９月７日～１２月２８日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

あおもり歴史トリビア　第３集
（２０１３年１月４日～３月２９日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

あおもり歴史トリビア　第４集
（２０１３年４月５日～６月２８日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

【１９０　キリスト教】

２００　歴史

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

あおもり歴史トリビア　第５集
（２０１３年７月５日～９月２７日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

あおもり歴史トリビア　第６集
（２０１３年１０月４日～１２月２７日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

武士はなぜ腹を切るのか
～日本人は江戸から日本人になった～

山本　博文 2

日本兵捕虜はシルクロードに
オペラハウスを建てた

嶌　信彦 3

北の砦！高岡城
～弘前のお城はだれがつくったの？～

知坂　元 1 Ａ

八戸藩「遠山家日記」の時代 三浦　忠司 4 Ａ

弘前城　人は石垣　人は城 知坂　元 2 Ａ

きょうも命日 長薗　安浩 3

日本史人物　６８
～河合敦先生の特別授業～

河合　敦 4

卑弥呼のサラダ水戸黄門のラーメン
～「食」から読みとく日本史～

加来　耕三 3

【２８０　伝記】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

恋するように生きなさい
～６８歳人気シニアモデル、
いまが人生でいちばん輝いている理由～

照井　邦子 3

父・マッサンの遺言 竹鶴　威 他 3

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 2

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 3

旅に出よう
～世界にはいろんな生き方があふれてる～

近藤　雄生 3

１０日もあれば世界一周 吉田　友和 3

青森のいで湯めぐり 3 Ａ

白神学　～歩く見る聞く白神～  第２巻 山下　祐介 5 Ａ

白神学　～歩く見る聞く白神～  第３巻 山下　祐介 4 Ａ

楽楽　金沢・能登・北陸 5

【２９０　地理.地誌.紀行】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

チベット旅行記　上 河口　慧海　他 5

アイルランドモノ語り 栩木　伸明 4

驚きのアマゾン　～連鎖する生命の神秘～ 高野　潤 2

「自分」の壁 養老　孟司 3

経世会竹下学校 大下　英治 7

池上彰の選挙と政治がゼロからわかる本 池上　彰 2

えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり 1 Ａ

イスラム国の正体 黒井　文太郎 3

日本はなぜアジアの国々から愛されるのか 池間　哲郎 3

３００　社会科学

【３００　社会科学】

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

割賦販売法 3

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律

2

行政不服審査法
総務省法令データ
提供システム

1

高齢者の居住の安定確保に関する法律
総務省法令データ
提供システム

1

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
老人福祉法　他

2

障害者の権利に関する条約
持続可能な社会保障制度の確立を図るための
改革の推進に関する法律

総務省法令データ
提供システム

1

消費者契約法
総務省法令データ
提供システム

1

消費者の財産的被害の集団的な回復のための
民事の裁判手続の特例に関する法律

1

特定商取引に関する法律 2

【３２０　法律】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

難病の患者に対する医療等に関する法律
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
アレルギー疾患対策基本法

1

日本国憲法の改正手続に関する法律　抄
特定秘密の保護に関する法律

2

意欲のある人、求めます。ただし６０歳以上
～日本一の高齢者雇用企業・
　加藤製作所、躍進の秘密～

加藤　景司 3

稲盛流コンパ
～最強組織をつくる究極の飲み会～

北方　雅人　他 2

あなたはこうしてだまされる
～詐欺・悪徳商法１００の手口～

多田　文明 3

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 2

幸せな職場のつくり方
～障がい者雇用で輝く５２の物語～

坂本　光司　他 4

僕の好きな男のタイプ
～５８通りのパートナー選び～

松浦　弥太郎 2

【３６０　社会】

【３３０　経済】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

毎日が楽しくなる「老後のトキメキ術」
～精神科医が教える～

保坂　隆 3

自殺対策白書（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

福祉行政報告例の概況　平成２５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２４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

人は必ず老いる。　その時誰がケアするのか 本田　徹 3

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

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２５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

私たち抜きに私たちのことを決めないで
～障害者権利条約の軌跡と本質～

藤井　克徳　他 2 Ａ

障害者の読書と電子書籍
～見えない、見えにくい人の「読む権利」を求めて～

日本盲人社会福祉
施設協議会情報
サービス部会

3

思い出をレスキューせよ！
～「記憶をつなぐ」被災地の紙本
　・書籍保存修復士～

堀米　薫 1
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

最重度の障害児たちが語りはじめるとき 中村　尚樹 5

自閉症の僕が跳びはねる理由　(続) 東田　直樹 1

大切にしたい、にっぽんの暮らし。 さとう　ひろみ 4

深海の怪物ダイオウイカを追え！ 窪寺　恒己 1

地球温暖化と植物の不思議 日本雑学研究会 3

おどろきのスズメバチ 中村　雅雄 2

がまんしなくていい 鎌田　實 3

【３７０　教育】

４００　自然科学

【４６０　生物科学】

【４７０　植物学】

【４８０　動物学】

【４９０　医学.薬学】

【３８０　風俗習慣.民俗学】

62



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

たった５分間で９割の腰痛がよくなる本
～ＡＫＡ－博田法で、腰痛が消えた！～

片田　重彦 2

闘い続ける漢方癌治療 横内　正典 3 Ａ

厚生労働白書　平成２６年版 厚生労働省 7

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 2

９７歳現役医師が悟った体の整え方 田中　旨夫 2

油を変えて頭も体も若返る！
オーガスト・
ハーゲスハイマー

2

「年寄り半日仕事」のすすめ
～目標をもてば８０歳でも夢は叶う！～

三浦　雄一郎　他 1 Ａ

食育白書（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

食育白書（概要版）　平成２７年版 内閣府政策統括官
（共生社会政策担当）

2

一生、医者いらずの食べ方
～病気の９割は「食べ合わせ」で防げる！～

済陽　高穂 2
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

患者さんが教えてくれた
～水俣病と原田正純先生～

外尾　誠 1

生物多様性というロジック
～環境法の静かな革命～

及川　敬貴 5

やっかいな放射線と向き合って
暮らしていくための基礎知識

田崎　晴明 4

荻原博子のどんと来い、老後！
～年金、医療、介護、相続…
  お金の心配、すべて解決！～

荻原　博子 2

健康な食生活のための献立レシピ集
上巻　春・夏
～月刊『栄養と料理』献立カレンダーより～

すこやか食生活協会 1

健康な食生活のための献立レシピ集
下巻　秋・冬
～月刊『栄養と料理』献立カレンダーより～

すこやか食生活協会 1

坂本先生の健康的青森食 坂本　謙二 2 Ａ

５００　技術.工学

【５１０　建設工学.土木工学】

【５３０　機械工学.原子力工学】

【５９０　家政学.生活科学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

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 Ａ

酒肴日和　～「そうざい」エッセイ選集～ 池波　正太郎　他 4

「和食」って何？ 阿古　真理 3

ｗｅ’ｒｅりんごＬｏｖｅｒｓ 門倉　多仁亜 2 Ａ

みんなでミートクッキング　2 すこやか食生活協会 1

まいにち食べたい“ごはんのような”
クッキーとクラッカーの本
～バターも生クリームも使わない、からだにやさしいお菓子
　　レシピ～

なかしま　しほ 1

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 3

クールジャパンとは何か？ 太田　伸之 3

地球に生きるあなたの使命 木村　秋則　他 2 Ａ

６００　産業

【６００　産業】

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

マンブル、ぼくの肩が好きなフクロウ
マーティン・
ウィンドロウ 他

6

おざわせんせい
博報堂
「おざわせんせい」
編集委員会

1

東京タクシードライバー 山田　清機 4

棟方志功の原風景 長部　日出雄 6 Ａ

日本の伝統色を愉しむ
～季節の彩りを暮らしに～

長澤　陽子 3

ペテン師と天才　～佐村河内事件の全貌～ 神山　典士 5

【７３０　版画】

【７５０　工芸】

【７６０　音楽.舞踊】

【６４０　畜産業.獣医学】

【６７０　商業】

【６８０　運輸.交通】

７００　芸術.美術

66



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

あなたにありがとう 八代　亜紀 2

全肯定！　～関根流・ポジティブ人生相談～ 関根　勤 2

箱根駅伝　～襷をつなぐドラマ～ 酒井　政人 3

強打者列伝 野村　克也 3

山本昌という生き方 山本　昌 2

三浦家のＤＮＡ 三浦　雄一郎　他 3 Ａ

大相撲
～誰も教えてくれなかった見かた楽しみかた
　　ツウになれる観戦ガイド～

工藤　隆一 3 Ａ

大相撲行司さんのちょっといい話 三十六代木村庄之助 3

【７７０　演劇.映画】

【７８０　スポーツ.体育】

67



図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数 備考

アナウンサーになろう！
～愛される話し方入門～

堤　江実 1

エッセンシャルガイド
統一英語点字ＵＥＢで何が変わるか

福井　哲也 2

【８００　言語】

【８３０　英語】

８００　言語
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

文学を〈凝視する〉 阿部　公彦 5

おはなしのろうそく２９・３０ 東京子ども図書館 1

眠れないほどおもしろい恋する古文
王朝の美女と貴公子篇

板野　博行 3

＜人生をひもとく日本の古典＞　第３巻　つながる 久保田　淳　他 3

＜人生をひもとく日本の古典＞　第４巻　たたかう 久保田　淳　他 3

お国ことばで川柳　３ 　～ＮＨＫあおもり～ 渋谷　伯龍 2 Ａ

国訛り　～渋谷伯龍句集～ 渋谷　伯龍 1 Ａ

無印笑品　～髙瀨霜石句集～ 髙瀨　霜石 1 Ａ

秋たちぬ　～寺山修司未発表詩集～ 寺山　修司　他 1 Ａ

影絵遊び　～福井陽雪句集～ 福井　陽雪 1 Ａ

９００　文学

【９１０　日本文学】

【９００　文学】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

ＤＲＥＳＳ　シャンパン色の恋 愛川　耀 4

乱れて　～書き下ろし官能アンソロジー～ 藍川　京　他 3

三姉妹探偵団　２４ 赤川　次郎 4

四次元の花嫁　～ユーモアサスペンス～ 赤川　次郎 2

吉田松陰大和燦々 秋山　香乃 5

地図とスイッチ 朝倉　かすみ 3

お坊さんがくれた涙があふれて止まらないお話 浅田　宗一郎 2

童話屋でござる　～１３の薬瓶～ 東　義久 2

青春の津軽海峡　～いまべつ荒馬に恋して～ 阿部　誠也 4 Ａ

婚活刑事　～花田米子の絶叫～ 安道　やすみち 3

【９１３．６　近代小説】

《ア～オ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

ちょいワル社史編纂室 安藤　祐介 5

Ｂ勘あり！ 飯田　真弓 3

飯盛り侍　鯛評定 井川　香四郎 4

ミッドナイト・バス 伊吹　有喜 6

リタとマッサン 植松　三十里 4

水の出会う場所 魚住　陽子 5

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 4

荒野渺茫　第１部 内橋　克人 4

荒野渺茫　第２部 内橋　克人 4

殉愛 大塚　真桜 5

先生の背中 小川　征也 4

音わざ吹き寄せ　～稽古長屋～ 奥山　景布子 4
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

侵入者　～自称小説家～ 折原　一 6

宣告　（上） 加賀　乙彦 11

宣告　（下） 加賀　乙彦 10

ホテル・コンシェルジュ 門井　慶喜 4

利休の闇 加藤　廣 5

ウロボロスＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＮＯＶＥＬ
署長暗殺事件篇

神崎　裕也　他 3

櫛挽道守 木内　昇 6

化土記 北原　亞以子 6

太宰治の辞書 北村　薫 3 Ａ

聖地Ｃｓ 木村　友祐 3 Ａ

木戸の橋渡し　大江戸番太郎事件帳　３２ 喜安　幸夫 3

《カ～コ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

雪国にて　北海道・東北編
～日本推理作家協会賞受賞作家　傑作短編集（２）
～

日下　圭介　他 4

オペラ座の美女
～女子大生　桜川東子の推理～

鯨　統一郎 3

失物屋マヨヒガ 黒　史郎 3

となりの革命農家 黒野　伸一 6

我れ、美に殉ず 小嵐　九八郎 8

おばけのクリリン こさか　まさみ 2

浜中刑事の妄想と檄運 小島　正樹 5

真の雨　（上）
風列廻り与力・青柳剣一郎　３０

小杉　健治 3

ラブ・オールウェイズ 小手鞠　るい 3

料理番名残りの雪　 小早川　涼 3

記憶破断者 小林　泰三 5
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

ごんたくれ 西條　奈加 6

睦月童 西條　奈加 4

おれたちの故郷 佐川　光晴 3

短夜明かし 佐々木　中 2 Ａ

東北ずん子
～「むちむち」じゃありません！「もちもち」です！～

さとう　としお 他 5

叛徒 下村　敦史 6

探偵工女　～富岡製糸場の密室～ 翔田　寛 4

竜の道　2　昇竜篇 白川　道 6

ヘンダワネのタネの物語 新藤　悦子 2

オサキと骸骨幽霊
～もののけ本所深川事件帖　６～

高橋　由太 3

《サ～ソ》

《タ～ト》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

神様長屋、空いてます。
～新大江戸もののけ横町顛末記～

高橋　由太 2

いっしょにアんべ！ 髙森　美由紀　他 2 Ａ

ジャパン・ディグニティ 髙森　美由紀 4 Ａ

がらくた屋と月の夜話 谷　瑞恵 4

美女と男子 田渕　久美子 6

海色の壜 田丸　雅智 3

男ともだち 千早　茜 4

お母さんへ『ありがとう』のラブレター 寺井広樹　他 3

東奥文学賞作品集　第１回 東奥日報社 3 Ａ

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 7

シャンティデイズ　～３６５日、幸せな呼吸～ 永田　琴 3

《ナ～ノ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

ふぬけうようよ　～猫手長屋事件簿～ 仲野　ワタリ 3

べんり屋、寺岡の夏。 中山　聖子 2

ズッコケ中年三人組ａｇｅ４８ 那須　正幹 3

玉繭の道 仁志　耕一郎 4

青森わが愛 西村　京太郎 4 Ａ

迫りくる自分 似鳥　鶏 4

オメガ対中工作 浜　嘉之 4

濁流資金 浜　嘉之 5

六月のイカロス
～ミュウとアリ子の放課後ノート～

濱岡　稔 6

三人屋 原田　ひ香 4

晴れ女の耳 東　直子 3

《ハ～ホ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

天国マイレージ 樋口　卓治 4

しゅくだいさかあがり 福田　岩緒 1

神様の裏の顔 藤崎　翔 6

最後の晩ごはん　～ふるさととだし巻き卵～ 椹野　道流 3

大奥の座敷童子 堀川　アサコ 4 Ａ

淵の王 舞城　王太郎 4

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 4

秋桜の帝国　～特務機関ラバーズ～ 三咲　光郎 4

光の河 道浦　母都子 4

１２星座殺人事件 光藤　ひかり 他 5

死角捜査　遊軍刑事・三上謙　２ 南　英男 4

《マ～モ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

ぶたぶたのお医者さん 矢崎　存美 2

ぶたぶたのおかわり！ 矢崎　存美 2

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 2

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 2

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

相談室へようこそ 安田　あんみ 3

ナイト＆シャドウ 柳　広司 5

赫い月 山上　安見子 3

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 4

《ヤ～ヨ》
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

エッセイの贈りもの ２
～『図書』１９３８－１９９８～

岩波書店編集部 4

独走 太田　光代 3

散歩の一歩 黒井　千次 2

限りなく透明に凛として生きる
～「日本のマザー･テレサ」が明かす幸せの光～

佐藤　初女 2 Ａ

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 3

知的生活習慣 外山　滋比古 3

リンゴも人生もキズがあるほど甘くなる 外山　滋比古 1

月日の残像 山田　太一 4

人間、最後はひとり。 吉沢　久子 2

【９１４　評論.エッセイ.随筆】
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

おとなになるってどんなこと？ よしもと　ばなな 1

おかえり、じいじ
くも膜下出血から社会復帰までの４００日
～弘前の医療・リハビリへの深い感謝～

安藤　房治 1 Ａ

ラスト・ソング
～人生の最後に聴く音楽～

佐藤　由美子 3

神様のなみだ
～心の奥が熱くなる感動実話集～

竹之内　響介 4

ぼくらの津波てんでんこ 谷本　雄治 1

約束の向こうに 佃　祐世 3

アガサ・レーズンの幻の新婚旅行
　英国ちいさな村の謎　６

Ｍ．Ｃ．ビートン 著
羽田　詩津子 訳

4

メイフェアの不運な花嫁
～英国貴族の結婚騒動～

Ｍ．Ｃ．ビートン 著
桐谷　知未 訳

7

沈黙を破る者
メヒティルト・
ボルマン 著
赤坂　桃子 訳

4

【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　　者　　名 冊数備考

サマセット四姉妹の大冒険
レズリー・Ｍ・Ｍ・
ブルーム 作
尾高　薫 訳

5

優しい鬼
レアード・ハント 著
柴田　元幸 訳

3

ねずみのオスカーとはるのおくりもの
リリアン・ホーバン 作
みはら　いずみ 訳

1

ブロード街の１２日間
デボラ・ホプキンソン 著
千葉　茂樹 訳 4

ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳターキン　(上)
ジェームズ・ルシーノ 著
甲斐　理恵子 訳 3

お人形屋さんに来たネコ
ヨナ・ゼルディス・
マクドノー 作
おびか　ゆうこ 訳

2

不完全な魔法使い 　(上)
マーガレット・マーヒー 著
山田　順子 訳 3

不完全な魔法使い 　(下)
マーガレット・マーヒー著
山田　順子 訳 4

遠い親せき
ウーリー・オルレブ 著
母袋　夏生 訳

1
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

エデンの東　４
ジョン・スタインベック 著
土屋　政雄 訳 5

マルセロ・イン・ザ・リアルワールド
フランシスコ・Ｘ．
ストーク 作
千葉　茂樹 訳

6

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ
モドウィナ・
セジウィック 作
多賀　京子 訳

1

ベイジル
～ねずみの国のシャーロック・ホームズ～

イブ・タイタス 作
晴海　耕平 訳

1

一万一千の部屋を持つ屋敷と魔法の執事
怒りのフローラ（上）

イザボー・Ｓ・ウィルス 著
杉田　七重 訳 5

一万一千の部屋を持つ屋敷と魔法の執事
怒りのフローラ（下）

イザボー・Ｓ・ウィルス 著
杉田　七重 訳 5

一万一千の部屋を持つ屋敷と魔法の執事
ほんとうのフローラ（上）

イザボー・Ｓ・ウィルス 著
杉田　七重 訳 5

一万一千の部屋を持つ屋敷と魔法の執事
ほんとうのフローラ（下）

イザボー・Ｓ・ウィルス 著
杉田　七重 訳 5

一万一千の部屋を持つ屋敷と魔法の執事
二番目のフローラ（上）

イザボー・Ｓ・ウィルス 著
杉田　七重 訳 4

一万一千の部屋を持つ屋敷と魔法の執事
二番目のフローラ（下）

イザボー・Ｓ・ウィルス 著
杉田　七重 訳 4
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図　　　　　　　書　　　　　　　名 著　　者　　名 冊数備考

はじめての北欧神話 菱木　晃子 文 5

パン屋のこびととハリネズミ
～ふしぎな１１のおとぎ話～

アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット 作
西村　由美 訳 2

窓から逃げた１００歳老人
ヨナス・ヨナソン 著
柳瀬　尚紀 訳

7

【９４０　ドイツ文学】
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