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 凡    例  

 

１．この図書目録は、平成２８年４月～平成２９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）、時間数・巻 

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

天地人　～東奥日報コラム抄～ 和田　満朗 14:57 Ａ

ワンニャン物語 岡庭  桜子 5:51

五感の哲学
　～人生を豊かに生き切るために～

加藤　博子 6:35

運命は変えられる
　～セルフ・コントロールのパワー～

川田　洋一 4:11

日本人の魂　～あの世を観る～ 梅原　猛 4:18

「一瞬のひらめき」を
活かせる人活かせない人
　～〈発想の瞬発力〉がつく９０のスパイス～

樺　旦純 6:14

０００　総記

【０４０　一般論文集．一般講演集】

１００　哲学

【１００　哲学】

【１１０　哲学各論】

【１２０　東洋思想】

【１４０　心理学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

劣等感にとりつかれた人たち
　～劣等感８つのパターン～

荒木　創造 4:51

愛の波動を高めよう
　～霊的成長のためのガイドブック～

アイリーン・
キャディ 他

4:45

エンジェル・メッセージ
　～天使があなたに知ってほしいこと～

ドリーン・
バーチュー 他

9:45

魂のシナリオどおりに生きていますか？ 木村　藤子 5:33 Ａ

年をとってもモテるフランス人
年をとるとモテなくなる日本人

吉村　葉子 4:15

不倫の恋の法則 有川　ひろみ 2:42

結婚こんな男性を選びなさい 桜井　秀勲 6:03

明日を生きる言葉１３５ 江口　克彦 5:11

自分のスタイルを見つける本
～「魅力的な価値観、恋、人生」６３のヒント～

浅野　裕子 4:15

「自分らしさ」を育てるための本 中村　延江 2:53

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

好かれる「男」になる８０ヵ条
　～課長島耕作に学ぶ～

弘兼　憲史 5:46

成功は「気にしない人」だけが手に入れる 信長 3:47

小さいことにくよくよするな！
　～しょせん、すべては小さなこと～

リチャード・
カールソン 他

4:27

引き寄せの公式
　～「法則」より確実性＆再現性が高い～

山富　浩司 4:49

もっと気楽に生きるコツ 宝彩　有菜 4:01

遊行を生きる
　～悩み、迷う自分を劇的に変える
　１２４の言葉～

鎌田　實 5:29

松下幸之助パワーワード
～強いリーダーをつくる１１４の金言～

小宮　一慶 8:28

いい言葉が、６０歳からのいい人生をつくる
～心が穏やかになる、生きる力が湧いてくる
　達人たちの言葉の贈り物～

『ＰＨＰ』編集部 4:25

中年よ、大志を抱け！ 堀田　力 4:36

勇気がわいてくる世界の名言 名言発掘研究会 4:07
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

コトバが人生をつくる 谷口　清超 4:50

どう生きたらいいのか
～一度の一生を変える知恵
　高僧が送る慈雨の言葉～

西村  公朝 他 7:24

ブッダも笑う仏教のはなし 笑い飯哲夫 6:44

女性に贈る幸せへの指針 栗原　淑江 3:57

あなたは見えないところで愛されている 郡　美矢 2:40

歴史が遺してくれた日本人の誇り 谷沢　永一 7:16

鎌倉幕府と朝廷　～シリーズ日本中世史２～ 近藤　成一 11:34

昭和史のかたち 保阪　正康 7:24

２００　歴史

【１６０　宗教】

【１８０　仏教】

【１９０　キリスト教】

【２１０　日本史】

6



図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

紀元前に実在した津軽古代王国の謎 佐藤　有文 8:01 Ａ

東北の風土と歴史　風土と歴史２ 高橋　富雄 10:59

北の砦！高岡城
～弘前のお城はだれがつくったの？～

知坂　元 他 0:43 Ａ

弘前城　人は石垣　人は城 知坂　元 4:09 Ａ

子どもたちが目を輝かせて聞く偉人の話 平　光雄 2:51

マスラオ礼賛 ヤマザキ　マリ 5:26

叛骨の士道 奈良本　辰也 8:57

美智子皇后 河原　敏明 9:56

意志あるところに道あり
　～畠田武彦自叙伝～

畠田　武彦 4:31

逆境に克つ　～「一日生涯」わが人生～ 秦野　章 9:59

津軽の大地　～私の少女時代～ 斎藤　かをり 3:18 Ａ

【２８０　伝記】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

早坂茂三の「田中角栄」回想録 早坂　茂三 9:06

美智子妃 川原　敏明 8:09

わが友本田宗一郎 井深　大 4:11

川島芳子　～動乱の蔭に～ 川島　芳子 5:42

佐治敬三　～へんこつなんこつ～ 佐治　敬三 4:58

自分を信じて 佐藤　初女 他 6:10 Ａ

清水幾太郎～私の心の遍歴～ 清水　幾太郎 8:45

清貧の人土光敏夫
　～その信念と家族の絆～

浜島　典彦 3:12

土光敏夫　～私の履歴書～ 土光　敏夫 4:55

南方熊楠　～履歴書ほか～ 南方　熊楠 8:48

木のすきなケイトさん
  ～砂漠を緑の町にかえた
　　　ある女のひとのおはなし～

Ｈ．ジョゼフ・
ホプキンズ　他

0:47
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

地球子連れ旅ひとり旅 おそど　まさこ 7:40

津軽ふるさと散歩 小舘　衷三 11:45 Ａ

八甲田山私の２２章 田高　昭二 2:31 Ａ

津軽　～失われゆく風景を探して～ アラン・ブース他 8:19 Ａ

ここで土になる 大西　暢夫 0:53

ユーコン川を筏で下る 野田　知佑 6:01

日本人が知らない中国人の不思議な生活 富坂　聡 5:41

空から降ってきた男
～アフリカ「奴隷社会」の悲劇～

小倉　孝保 8:06

安吾巷談 坂口　安吾 8:43

生きるという航海 石原　慎太郎 5:53

【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

「父」なくして国立たず 石原　慎太郎 6:04

日本の力 石原　慎太郎 他 6:44

日本よ 石原　慎太郎 4:48

パンツを脱いだロシア人
～国家と民族の「現在」を問う～

栗本　慎一郎 4:34

小沢一郎と田中角栄 大下　英治 13:54

死体捜索犬ソロが見た驚くべき世界 カット・ワレン 他 15:02

本当にあったトンデモ法律トラブル
～突然の理不尽から身を守る
　ケース・スタディ３６～

荘司　雅彦 5:14

宣戦布告「ＮＯ」と言える日本経済
　～アメリカの金融奴隷からの解放～

石原慎太郎 他 6:51

小佐野賢治の知恵を盗め
　～１０兆円を遺した男の極意・
　人心掌握術～

小林　吉弥 5:24

【３３０　経済】

【３１０　政治】

【３２０　法律】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ユーロ経済を読む 新田  俊三 5:23

無神経な人に傷つけられない８８の方法
　～「心の感度」の高い人ほど
　人間関係に悩む～

岩月　謙司 6:13

青森共和国のオキテ１００カ条
　～「利きリンゴ」で品種をあてるべし！！
　実はこんなに奥が深かった！意外と
　知られていない青森県のオキテ！～

伊奈　かっぺい 4:08 Ａ

生きる　～劉連仁の物語～ 森越　智子 他 4:32

あめゆきさんの歌
　～山田わかの数奇なる生涯～

山崎　朋子 10:21

心ゆたかに老いる「おつきあい術」
　～みんなと楽しく生きる秘訣～

吉沢　久子 4:19

さらなる定年後のリアル 勢古　浩爾 7:12

１００歳になるための１００の方法
　～未来への勇気ある挑戦～

日野原　重明 6:47

ひとり終活　～不安が消える万全の備え～ 小谷　みどり 5:27

見えないお母さん絵本を読む
　～見えるあなたへのメッセージ～

岩田　美津子 4:21

【３６０　社会】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

元気がでる介護術 三好　春樹 4:44

障害者白書　～平成２８年版～ 内閣府 8:15

八戸のモンペ先生 斎藤　仁子 5:37 Ａ

三浦雄一郎の冒険教育
　～子どもたちに生きぬく力を～

三浦　雄一郎 5:42 Ａ

親がかわれば、子どももかわる
　～イジメ・不登校・ひきこもりの現場から～

長田　百合子 7:47

はばたけ　千羽鶴　～社会の本～ 豊田　清史 6:27

子どもを伸ばすお母さんのふしぎな力 渡辺　久子 4:41

子どもを叱らずにすむ方法おしえます
～お母さんがラクになる新しいしつけ～

スティーヴ
・ビダルフ 他

5:48

ザ・ねぷた 大條　和雄 4:05 Ａ

大切にしたい、にっぽんの暮らし。 さとう　ひろみ 9:34

【３８０　風俗習慣．民俗学．民族学】

【３７０　教育】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

地の果て恐山 森　勇男 4:54 Ａ

大鰐の昔っこ
大鰐町
教育委員会

1:47 Ａ

南部昔コ集 正部家　種康 3:33 Ａ

平成養生訓　～諺に生きる知恵～ 小泉　武夫 7:16

沖縄の米軍基地　～「県外移設」を考える～ 高橋　哲哉 5:34

雪中行軍始末 小田原　金一 8:11 Ａ

光と重力
ニュートンとアインシュタインが考えたこと
　～一般相対性理論とは何か～

小山　慶太 10:50

カビの常識人間の非常識 井上　真由美 4:50

【３９０　国防．軍事】

４００　自然科学

【４２０　物理学】

【４６０　生物科学．一般生物学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

パンツを捨てるサル
　～「快感」は、ヒトをどこへ連れていくのか～

栗本　慎一郎 6:15

パンツをはいたサル
　～人間は、どういう生物か～

栗本　慎一郎 6:53

ムツゴロウのため息 畑　正憲 5:51

ムツゴロウの動物王国 畑　正憲 5:37

天然記念物の動物たち 畑　正憲 9:42

アリとくらすむし  ふしぎいっぱい写真絵本２６ 島田　たく 0:46

幸せな生き方、死に方　改訂版 丹野　恒明 5:54 Ａ

新・古典の学び方 池田　政一 38:42

藤本蓮風経穴解説　増補改訂新装版 藤本　蓮風 30:23

糖尿病の本当のはなし 清野　裕 他 4:19

【４８０　動物学】

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

化学物質過敏症を工夫で乗りきる　１　改訂 足立　和郎 8:14

化学物質過敏症を工夫で乗りきる　２　改訂 足立　和郎 8:19

「膠原病」・「リウマチ」知って！
　～正しい理解のための用語解説～

竹原　和彦 他 11:06

食道がんのすべてがわかる本
　～イラスト版～

細川　正夫 4:42

全身を激しい痛みが襲う線維筋痛症が
よくわかる本　～イラスト版～

岡　寛 他 4:10

睡眠障害　～うまく眠るための知恵とコツ～ 内山　真 1:57

「てんかん」のことがよくわかる本
　～イラスト版～

中里　信和 5:03

エボラ出血熱とエマージングウイルス 山内　一也 4:40

アトピーっ子の満足レシピ 境野　米子 3:49

私、いつまで産めますか？
　～卵子のプロと考えるウミドキと
　凍結保存～

香川　則子 4:36

歯医者が病気をつくる
　～長生きは歯と口の健康から～

篠原　裕之 4:59
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

厚生労働白書　～平成２８年版～ 厚生労働省 8:30

男が老化しない生き方 石原　結實 4:40

『血液サラサラ』のすべてがわかる本
　～ドロドロ血液最新攻略法～

栗原　毅 5:01

病気にならない生き方 安保　徹 5:38 Ａ

休みたくても休めない人の「疲労回復法」
　～体の芯から、スッキリ！～

上田　康浩 4:24

体が硬い人のためのヨガＢａｓｉｃ　Ｌｅｓｓｏｎ 水野　健二 4:52

呼吸入門 斎藤　孝 4:23

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

4:15

生活習慣病は治る
　～血液サラサラ、驚きの予防法～

都丸　千尋 5:47

豆乳パワー！のすべて
　～美肌・ダイエット・生活習慣病…
　身体が喜ぶイソフラボン効果～

中沢　勇二 3:14
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人 1:33

古くて豊かなイギリスの家
便利で貧しい日本の家

井形　慶子 6:02

石油と日本　～苦難と挫折の資源外交史～ 中嶋　猪久生 11:01

津軽の惣菜 高橋　みちよ 4:11 Ａ

炊飯器でお菓子も、パンも、軽食も。 阿部　剛子 1:56

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 2:37

５００　技術．工学

【５１０　建設工学．土木工学】

【５２０　建築学】

【５６０　金属工学．鉱山工学】

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

ニッポンの食と農この１０年
　～命の糧を未来につなぐ～

見城　美枝子 8:04

欲望の植物誌　～人をあやつる４つの植物～
マイケル・
ポーラン 他

14:51

お客さまはぬいぐるみ
　～夢を届けるウナギトラベル物語～

東　園絵 他 2:44

美術、応答せよ！
　～小学生から大人まで、
　芸術と美の問答集～

森村　泰昌 7:57

ボタンちゃん　わたしのえほん 小川　洋子 他 0:27

みずたまのたび アンヌ・クロザ 他 0:20

６００　産業

【６１０　農業】

【６２０　園芸】

【６８０　運輸．交通】

７００　芸術．美術

【７００　芸術．美術】

【７２０　絵画．書道】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

棟方志功の原風景 長部　日出雄 15:58 Ａ

加藤唐九郎　～自伝土と炎の迷路～ 加藤　唐九郎 6:29

万葉草木染め 村上　道太郎 6:26

石井好子　～思い出はうたと共に～ 石井　好子 5:28

美空ひばり　～虹の唄～ 美空　ひばり 4:42

榎本健一　～喜劇こそわが命～ 榎本　健一 5:50

ミヤコ蝶々　～おもろうて、やがて哀し。～ ミヤコ蝶々 8:58

写真で見るオリンピック大百科　別巻 舛本　直文 2:44

【７５０　工芸】

【７３０　版画】

【７６０　音楽．舞踏】

【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

言葉一つで、人は変わる
　～夢をつかむ「言葉の力」～

野村　克也 3:53

野球小僧の戦後史
　～国民のスポーツからニッポンが見える～

ビートたけし 4:34

岡本綾子　～Ａｙａｋｏ－ａ　ｌｉｆｅ　ｓｔｏｒｙ～ 岡本　綾子 8:05

おらほの力士たち　～明治・大正編～ 今　靖行 3:17 Ａ

たたき上げ　～若の里自伝～ 西岩　忍 6:53 Ａ

評伝玉ノ海梅吉　～地位と名誉を捨てた男～ 松永　史子 8:45

子殺し
　～猪木と新日本プロレスの１０年戦争～

金沢　克彦 11:23

力道山　～空手チョップ世界を行く～ 力道山　光浩 8:34

金田一先生のことば学入門 金田一　秀穂 6:00

８００　言語

【８１０　日本語】
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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恋する古文
　～王朝の美女と貴公子篇～

板野　博行 10:27

人が好き　～私の履歴書～ 瀬戸内　寂聴 6:57

三島由紀夫の日蝕 石原　慎太郎 6:17

生きかた名人　～たのしい読書術～ 池内　紀 6:38

史実を歩く 吉村　昭 4:54

野坂昭如　～アドリブ自叙伝～ 野坂　昭如 8:43

水上勉　～わが六道の闇夜～ 水上　勉 5:10

私の太宰その魅力 8:01 Ａ

一葦集 吉田　成一 3:57

短歌一生　～物に到るこころ～ 上田　三四二 8:20

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

ハゲ川柳
ツル多
はげます会 他

1:17 Ａ

中原中也
　～その頃の生活／日記（一九三六年）他～

中原　中也 5:12

秋たちぬ　～寺山修司未発表詩集～ 寺山　修司 他 2:01 Ａ

みんなほんもの（抜粋版） 相田　みつを 0:05

源氏に愛された女たち 渡辺　淳一 6:44

尖閣ゲーム 青木　俊 8:41

黒い森の記憶 赤川　次郎 7:09

正義のセ
　～ユウズウキカンチンで何が悪い！～

阿川　佐和子 7:18

あたしのいとしいひと 飯田　雪子 6:16

八甲田山死の誘い 梓　林太郎 6:44

【９１３　小説．物語】

【９１３．６　近代小説】

《ア～オ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

贖い 五十嵐　貴久 22:16

ご機嫌な彼女たち 石井　睦美 8:30

二日月 ホップステップキッズ！２８ いとう　みく 他 3:27

小松とうさちゃん 絲山　秋子 3:58

花石物語 井上　ひさし 9:00

春の嵐・通夜の客 井上　靖 7:43

あひる 今村　夏子 2:50

もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『イノベーションと
企業家精神』を読んだら

岩崎　夏海 8:34

浅い眠り 岩橋　邦枝 6:41

ここのつの話 宇野　信夫 6:04

抗争　～巨大銀行が溶融した日～ 江上　剛 12:24

庶務行員　多加賀主水が許さない 江上　剛 8:05
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ながい旅 大岡　昇平 10:25

北海道の牧場で 岡部　彰 他 6:58

ユートロニカのこちら側 小川　哲 9:27

家族のシナリオ 小野寺　史宜 8:21

花終る闇 開高　健 6:12

影の座標 海渡　英祐 11:26 Ａ

伯林　～一八八八年～ 海渡　英祐 9:52 Ａ

月と雷 角田　光代 7:26

殺人・津軽艶笑譚 加藤　公彦 11:03 Ａ

甘いお酒でうがい 川嶋　佳子 3:22 Ａ

ウロボロスＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＮＯＶＥＬ
　～署長暗殺事件篇～

神崎　裕也 他 6:32

まっくらけのけ 北　杜夫 7:04

《カ～コ》

24



図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

イサの氾濫 木村　友祐 5:52 Ａ

野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村　友祐 5:23 Ａ

崇徳院を追いかけて 鯨　統一郎 6:28

津軽弘前城　～雪の巻～ 工藤　英寿 5:43 Ａ

いじめレジスタンス 黒野　伸一 4:21

祭の甘酒
　～江戸屋敷渡り女中お家騒動記　２～

桑島　かおり 7:29

台所のおと 幸田　文 6:38

いなりで御免！ 甲田　朴子 9:18

料理番忘れ草　新･包丁人侍事件帖　２ 小早川　涼 7:35

津軽うわさ話 駒田　忠 6:42 Ａ

海よりもまだ深く 是枝　裕和 他 6:17
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

あやかし恋綺譚
　～あなたをサイヨウ！の巻～

佐々木　禎子 6:31

バラの木にバラの花咲く 佐藤　愛子 8:30

美女二万両強奪のからくり　縮尻鏡三郎 佐藤　雅美 9:31

僕だけがいない街Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｒｅｃｏｒｄ 三部　けい 他 5:59

冬の光 篠田　節子 14:00

面影 芝木　好子 10:07

うそつき、うそつき 清水　杜氏彦 13:00

鋼の女 下重　暁子 7:00

おとぼけ同心と小町姉妹　２
　～雪坂の決闘～

霜月　りつ 7:52

おとぼけ同心と小町姉妹　３　～夫婦桜～ 霜月　りつ 7:04

猫又お双と消えた令嬢 周木　律 10:18

竜の道　２　～昇龍篇～ 白川　道 11:04

《サ～ソ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

戦うハニー 新野　剛志 10:58

余命二億円 周防　柳 7:59

マダム貞奴 杉本　苑子 5:00

一郎地蔵 鈴木　喜代春 1:55 Ａ

津軽の山歌物語 鈴木　喜代春 2:09 Ａ

終焉の姉妹　上 千田　夏光 10:17

終焉の姉妹　下 千田　夏光 10:11

雪の朝 高倉　やえ 6:24

写楽殺人事件 高橋　克彦 10:20

スイミングスクール 高橋　弘希 3:52 Ａ

ネコババのいる町で 瀧沢　美恵子 6:34

龍宮の鍵　 田中　経一 13:15

《タ～ト》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

中年ちゃらんぽらん 田辺　聖子 14:37

世界一ありふれた答え 谷川　直子 3:49

ウエディングドレス　～おしあわせに～ 玉岡　かおる 8:25

八万遠（やまと） 田牧　大和 9:35

寺社役同心事件帖　～竹寶寺の闇からくり～ 千野　隆司 6:59

富くじ狂瀾　～寺社役同心事件帖～ 千野　隆司 7:51

出世侍　３ 千野　隆司 7:10

村の名前 辻原　登 6:27

ジャッカ・ドフニ　～海の記憶の物語～ 津島　佑子 18:17 Ａ

半減期を祝って 津島　佑子 2:36 Ａ

蓮の数式 遠田　潤子 12:47
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ＳＲＯ　６
　～警視庁広域捜査専任特別調査室～

富樫　倫太郎 14:10

スローダンサー　生活安全課０係 ４ 富樫　倫太郎 7:14

スペシャリスト　３－４ 戸田山　雅司 他 5:06

妻恋坂情死行 鳥羽　亮 4:56

茶畑のジャヤ 中川　なをみ 4:37

海を感じる時 中沢  けい 2:37

麹町二婆二娘孫一人 中沢　けい 15:12

シャンティデイズ 　～３６５日、幸せな呼吸～ 永田　琴 5:40

幕末五七五！ 仲野　ワタリ 6:03

Ａ 中村　文則 5:28

たまげたトリちゃ　～野を駈ける少女の日々～中村　キネ 5:09 Ａ

目白三平　～浮気亭主と探偵女房～ 中村　武志 12:53

《ナ～ノ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

暗号のポラリス 中山　智幸 7:30

ズッコケ熟年三人組 那須　正幹 6:01

首一万両 南原　幹雄 6:19

掟上今日子の婚姻届 西尾　維新 7:14

掟上今日子の家計簿 西尾　維新 7:03

掟上今日子の旅行記 西尾　維新 5:37

十津川警部　姥捨駅の証人 西村　京太郎 6:49

一○一教室 似鳥　鶏 11:56

八甲田山死の彷徨 新田　次郎 8:53 Ａ

妻　～短篇集～ 丹羽  文雄 3:43

幕末 能勢　武 6:38
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

冬子の日記 波多野　伸 4:27

津軽双花 葉室　麟 7:27 Ａ

谷中レトロカメラ店の謎日和 柊　サナカ 7:22

文豪山怪奇譚　～山の怪談名作選～ 東　雅夫 7:07

ななつぼし洋食店の秘密 日高　砂羽 6:33

恋愛採集士 日野　草 7:35

ぷらっと黄表紙猫の恋 深沢　美潮 6:22

倒叙の四季　～破られたトリック～ 深水　黎一郎 7:15

闇公方の影　旗本三兄弟事件帖　１ 藤　水名子 6:19

徒目付密命　旗本三兄弟事件帖　２ 藤　水名子 6:03

六十万石の罠　旗本三兄弟事件帖　３ 藤　水名子 5:54

最後の晩ごはん　５
　～師匠と弟子のオムライス～

椹野　道流 7:25

《ハ～ホ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと 他 0:34

旅路　～自伝小説～ 藤原　てい 6:31

刺客の娘 船山　馨 7:22

おせっかい屋のお鈴さん 堀川　アサコ 8:04 Ａ

三人の大叔母と幽霊屋敷 堀川　アサコ 10:18 Ａ

バベル九朔 万城目　学 13:40

日曜は憧れの国 円居　挽 7:50

６月３１日の同窓会 真梨　幸子 9:11

私が失敗した理由は 真梨　幸子 11:57

長男の出家 三浦　清宏 5:13

暁闇の海 三浦　哲郎 6:14 Ａ

燈火 三浦　哲郎 4:31 Ａ

《マ～モ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

みちづれ　短篇集モザイク　１ 三浦　哲郎 5:23 Ａ

裏捜査 南　英男 9:46

死角捜査　～遊軍刑事・三上謙　２～ 南　英男 9:04

新撰組局長首座芹沢鴨 峰　隆一郎 8:12

帝国の女 宮木　あや子 6:41

鍋の中 村田　喜代子 6:22

俗・偽恋愛小説家 森　晶麿 7:54

月山 森　敦 4:21

象は忘れない 柳　広司 6:44

食堂のおばちゃん 山口　恵以子 6:27

私の気の毒な婚約者 山吹　ミチル 他 7:13

深川の風　～昭和の情話それぞれに～ 吉川　潮 6:59

《ヤ～ヨ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ふなふな船橋 吉本　ばなな 6:43

キメラの刻印　～警察庁α特務班４～ 六道　慧 9:10

愉快なまつさん「満員御礼」 わたなべ　えいこ 6:43

白夜　～彷徨の章～ 渡辺　淳一 9:39

夢の猫　古道具屋皆塵堂　７ 輪渡　颯介 8:11

恥かしい話・その他 石川　達三 14:53

愛に関する十二章　～Ｓｉｌｅｎｔ　ｌｏｖｅ～ 五木　寛之 5:48

こころの天気図 五木　寛之 3:49

人生の目的 五木　寛之 6:33

言葉の贅肉　～今日も超饒舌～ 伊奈　かっぺい 5:09 Ａ

《ワ》

《ラ～ロ》

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

私のしあわせ人生 宇野　千代 4:19

私はいつでも忙しい 宇野　千代 3:54

妻一人娘二人猫五匹 永　六輔 4:39

恢復する家族 大江　健三郎 6:47

母の万年筆 太田　治子 6:35 Ａ

今日も猫背で考え中 太田　光 8:42

破れた繭　～耳の物語～ 開高　健 6:58

百歳人加藤シヅエ　生きる 加藤　シヅエ 5:41

旅人たち 加藤　登紀子 7:28

唐十郎　～わが青春浮浪伝～ 唐　十郎 6:08

たましいのふたりごと 川上　未映子 他 5:42

チョッちゃんだってやるわ 黒柳　朝 6:37
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

チョッちゃんの私は心の花咲かバァバ 黒柳　朝 4:05

バァバよ大志をいだけ 黒柳　朝 6:34

いのちをむすぶ 佐藤　初女 1:58 Ａ

おとなになる旅 澤地　久枝 5:00

女の幕ノ内弁当 田辺　聖子 6:13

夢の歌から 津島　佑子 11:01 Ａ

夜と朝の手紙 津島　佑子 6:55 Ａ

清貧の思想 中野　孝次 7:08

埴谷雄高　～影絵の世界～ 埴谷　雄高 7:29

美女は何でも知っている 林　真理子 5:42

きっと幸せの朝がくる
　～幸福とは負けないこと～

古川　智映子 4:54 Ａ

孤独のとなり 三浦　綾子 6:59
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

自作への旅 三浦　哲郎 4:39 Ａ

春の夜航 三浦　哲郎 5:19 Ａ

花守の記 水上　勉 6:23

うちのバッチャ　２　～８８歳快進撃～ 山田　スイッチ 4:20 Ａ

日々是作文 山本　文緒 8:23

渋谷原宿公園通り 渡辺　淳一 6:18

わたしの京都 渡辺　淳一 4:33

最高の弘前の見つけ方
　～日曜随想２００７－２０１６～

佐藤　和博　他 7:12 Ａ

森本哲郎「旅物語」 森本　哲郎 5:26

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

洞爺丸はなぜ沈んだか 上前　淳一郎 7:23

大河の一滴 大森　黎　他 9:39

チョッちゃんが行くわよ 黒柳　朝 6:04

バンコクの妻と娘 近藤　紘一 9:36

たった一人の生還
　～「たか号」漂流二十七日間の闘い～

佐野　三治 6:10

旅人に訊け 戸井　十月 8:06

母は枯葉剤を浴びた
　～ダイオキシンの傷あと～

中村　梧郎 5:08

終の夏かは 古越　富美恵 7:28

犠牲　～わが息子・脳死の１１日～ 柳田　邦男 7:01

妻が遺した一枚のレシピ 山田　和夫 6:04

【９１６　記録．手記．ルポルタージュ】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

さかさ町

Ｆ．エマーソン・
アンドリュース作
ルイス・
スロボドキン絵
小宮　由 訳

1:34

ポアロとグリーンショアの阿房宮
アガサ・
クリスティー著
羽田　詩津子 訳

4:54

冬の物語
イサク・ディネセン著
横山　貞子 訳 13:59

ハーレムの闘う本屋
　～ルイス・ミショーの生涯～

ヴォーンダ・ミショー・
ネルソン著
Ｒ．グレゴリー・
クリスティ　イラスト
原田　勝 訳

7:40

家政婦は名探偵
エミリー・
ブライトウェル著
田辺　千幸 訳

7:39

結婚式のメンバー
カーソン・
マッカラーズ著
村上　春樹 訳

11:31

忘れられた巨人
カズオ・イシグロ著
土屋　政雄 訳 16:42

書店主フィクリーのものがたり
ガブリエル・
ゼヴィン著
小尾　芙佐 訳

8:32

アレクシア女史、埃及で木乃伊と踊る
　～英国パラソル奇譚　５～

ゲイル・キャリガー著
川野　靖子 訳 14:13

彷徨える艦隊　６
ジャック・
キャンベル著
月岡　小穂 訳

14:21

白いイルカの浜辺
ジル・ルイス　作
さくま　ゆみこ 訳 8:12

【９３０　英米文学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

海軍提督ホーンブロワー
　～海の男／ホーンブロワー・シリーズ１０～

セシル・スコット・
フォレスター著
高橋　泰邦 訳

13:56

ナポレオンの密書
　～海の男／
  ホーンブロワー・シリーズ別巻～

セシル・スコット・
フォレスター著
高橋　泰邦 訳
菊池　光 訳

12:05

ラバーネッカー
ベリンダ・バウアー著
満園　真木 訳 11:46

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

9:31

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

8:37

街への鍵
ルース・レンデル著
山本　やよい 訳 16:40

他人をほめる人、けなす人
フランチェスコ・
アルベローニ著
大久保　昭男 訳

5:23

子供時代

リュドミラ・
ウリツカヤ著
ウラジーミル・
リュバロフ　絵
沼野　恭子 訳

2:17

【９７０　イタリア文学】

【９８０　ロシア．ソヴィエト文学】
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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

生きると死ぬ
ブリジット・ラベ･
ミシェル・ピュエシュ 著
西川　葉澄　訳

1:05

書きこみ教科書詳説世界史　～世界史Ｂ～ 石井　栄二 28:07

パパ・ヴァイト
～ナチスに立ち向かった盲目の人～

インゲ・ドイチュ
クローン他

0:47

社会を生きるための教科書 川井　竜介 5:12

じぶんと他人
ブリジット・ラベ
デュポン・ブリエ 著
西川　葉澄 訳

1:05

今からはじめる！就職へのレッスン 杉山　由美子 4:00

１００　哲学

【１１０　哲学各論】

【２００　歴史】

２００　歴史

【３６０　社会】

【３００　社会科学】

【２８０　伝記】

３００　社会科学
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図　　　　　　書　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

Ｑ＆Ａ障害者差別解消法　～わたしたちが活かす
解消法みんなでつくる平等社会～

野村　茂樹　他 8:59

障害のある子の親である私たち
～その解き放ちのために～

福井　公子 3:58

何をＰＲしたらいいかわからない人の受かる！
自己ＰＲ作成術

坂本　直文 6:57

学校でのＩＣＴ利用による読み書き支援
～合理的配慮のための具体的な実践～

近藤　武夫 4:39

ココロにのこる科学のおはなし 丸山　茂徳 他 3:10

はじめてふれる日本の二十四節気・七十二候　１ 根本　浩 他 1:57

はじめてふれる日本の二十四節気・七十二候　２ 根本　浩 他 2:01

【３７０　教育】

４００　自然科学

【４００　自然科学】

【４４０　天文学．宇宙科学】
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図　　　　　　書　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

テーブルマナーの絵本 高野　紀子 2:26

伊藤若冲 伊藤　若冲 他 1:43

河鍋暁斎 河鍋　暁斎 他 1:52

雪舟 雪舟 他 2:33

東洲斎写楽 東洲斎　写楽 他 1:56

与謝蕪村 与謝　蕪村 他 2:45

ゴッホ ゴッホ 他 1:37

ブリューゲル ブリューゲル 他 1:42

ボッティチェルリ ボッティチェルリ 他 1:52

５００　技術．工学

【５９０　家政学．生活科学】

７００　芸術．美術

【７２０　絵画．書道】
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図　　　　　　書　　　　　　名 著（編）者 時間数 備考

ミケランジェロ ミケランジェロ 他 1:46

ミレー ミレー 他 1:26

レンブラント レンブラント 他 1:57

いちねんせいのがっこうたんけん おか　しゅうぞう 他 0:37

棟方志功 棟方　志功 他 2:08 A

実践！はじめての茶会 入江　宗敬 2:42

コミュニケーションの日本語 森山　卓郎 5:31

小学校学習漢字１００６字が
すべて読める漢字童話

井上　憲雄 3:25

大学院入試小論文の書き方 佐々木　昭則 10:24

【８１０　日本語】

【７３０　版画】

【７９０　諸芸．娯楽】

８００　言語
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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８５回（平成２８年度）

毎日新聞社
点字毎日

2:32 ２枚
 組

あのなっす南部弁 柾谷　伸夫 0:32

津軽弁の日　第２９回
津軽弁の日
やるべし会

1:13 Ａ

３００　社会科学

【３７０　教育】

８００　言語

【８１０　日本語】

７００　芸術．美術

【７６０　音楽．舞踏】
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カセットテープ図書 

 



図　　　　　書　　　　　名 著（編）者 巻数備考

子どもたちが目を輝かせて聞く偉人の話 平　光雄 2

障害者白書　平成２８年版 内閣府 6

厚生労働白書　平成２８年版 厚生労働省 6

一葦集 吉田　成一 3

寺社役同心事件帖～竹寶寺の闇からくり～ 千野　隆司 5

【９１１　詩歌】

【９１３．６　近代小説】

３００　社会科学

【３６０　社会】

２００　歴史

【２８０　伝記】

４００　自然科学

【４９０　医学．薬学】

９００　文学
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図　　　　　書　　　　　名 著（編）者 巻数備考

出世侍　３ 千野　隆司 5

なんにもできなかったとり 刀根　里衣 1
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点字図書 

 



図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

？（疑問符）が！（感嘆符）に変わるとき
～新聞記者、ワクワクする～

小国　綾子 2

魂のシナリオどおりに生きていますか？ 木村　藤子 3 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 3

国司院常照の霊界で楽しく生きる法 国司院常照 2

年をとってもモテるフランス人　年をとると
モテなくなる日本人

吉村　葉子 2

絶対、よくなる！ 斎藤　一人 1

自分を変える習慣力
～コーチングのプロが教える、潜在意識を
　味方につける方法～

三浦　将 3

０００　総記

【０７０　ジャーナリズム．新聞】

１００　哲学

【１４０　心理学】

【１５０　倫理学．道徳】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

楽に生きるための人生相談 美輪　明宏 2

孤独と上手につきあう９つの習慣 和田　秀樹 2

ブッダも笑う仏教のはなし 笑い飯哲夫 3

反応しない練習
～あらゆる悩みが消えていくブッダの
　超・合理的な「考え方」～

草薙　竜瞬 3

法然の「ゆるし」　 梅原　猛　他 2

迷わない坐禅の作法 枡野　俊明 2

刺さる言葉　～「恐山あれこれ日記」抄～ 南　直哉 5 Ａ

あおもり歴史トリビア
第７集（２０１４年１月１０日～３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８集（２０１４年４月４日～６月２７日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

【１８０　仏教】

２００　歴史

【２１０　日本史】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

あおもり歴史トリビア
第９集（２０１４年７月４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１０集（２０１４年１０月３日～１２月２６日）

青森市市史編さん室 1 Ａ

三内丸山の世界　～縄文鼎談～ 岡田　康博　他 4 Ａ

新選組武士道　～「退くな！」の美学～ 田原　八郎 2

昭和史のかたち 保阪　正康 3

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 7 Ａ

支えあって今日を生きよう！ 町田　光司 2 Ａ

岩木遠足
～人と生活をめぐる、２６人のストーリー～

豊嶋　秀樹　他 4 Ａ

皇后の真実 工藤　美代子 7

陸羯南の津軽 稲葉　克夫 5 Ａ

【２８０　伝記】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

神谷美恵子　～ハンセン病と歩んだ命の道程～ 大谷　美和子 2

人間の旬 大村　智 3

逆境に克つ　～「一日生涯」わが人生～ 秦野　章 5

山の不可思議事件簿 上村　信太郎 2

ココミル　伊勢　志摩 3

政治のキホン１００ 吉田　文和 4

空家等対策の推進に関する特別措置法
建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律

1

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律

6

【３２０　法律】

【２９０　地理．地誌．紀行】

３００　社会科学

【３１０　政治】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

学校教育法　学校教育法施行令 2

個人情報の保護に関する法律 1

自殺対策基本法　地震防災対策特別措置法
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消に向けた取組の推進に関する法律

1

私事性的画像記録の提供等による被害の
防止に関する法律　サイバーセキュリティ基本法
都市農業振興基本法

1

社会保険労務士法 2

障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律施行令　障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律施行規則　障害者差別禁止
指針　合理的配慮指針　他

1

総合法律支援法 1

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律　過労死等防止対策推進法　専門的
知識等を有する有期雇用労働者等に関する
特別措置法

1

不正競争防止法　不当景品類及び不当表示
防止法

2
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

犯罪被害者白書（概要版）平成２７年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 1

１３歳からの領土問題 松竹　伸幸 3

少子化社会対策白書（概要版）平成２７年版
内閣府子ども・
子育て本部

3

少子化社会対策白書（概要版）平成２８年版
内閣府子ども・
子育て本部

4

青森あるある 長内　三八郎　他 1 Ａ

「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

6

「絶対ダマされない人」ほどダマされる 多田　文明 2

親とモメない話し方
～実家の片付け、介護、相続…～

保坂　隆 2

嫁と姑　～命を引き継ぐ女たちの葛藤～ 渋谷　江津子 2 Ａ

カラフルなぼくら
～６人のティーンが語る、ＬＧＢＴの
　心と体の遍歴～

スーザン・
クークリン 他

4

【３３０　経済】

【３６０　社会】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

自殺対策白書（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

平成２７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２６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２５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

社会福祉施設等調査の概況　平成２６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２７年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 2

共生社会を切り開く
～障碍者福祉改革の羅針盤～

佐藤　久夫 5

障害者に関する世論調査　平成２４年７月調査 8

八戸のモンペ先生 斎藤　仁子 3 Ａ

母と子の心理学　～赤ちゃんから受験まで～ 詫摩　武俊 5

【３７０　教育】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

睡眠障害　～うまく眠るための知恵とコツ～ 内山　真 1

心と脳の不調は副腎ケアで整える
～「うつ」「認知症状」「発達障害」に効く
　ホルモンのパワー～

本間　良子　他 2

癌になったらやるべきこと、してはいけないこと 横内　正典 1 Ａ

ラストプレゼント　～家で看取るしあわせ～ 小野　宏志 3

地域保健・健康増進事業報告の概況
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

地域保健・健康増進事業報告の概況
平成２６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

病気にならない生き方 安保　徹 3 Ａ

休みたくても休めない人の「疲労回復法」
～体の芯から、スッキリ！～

上田　康浩 2

厚生労働白書　平成２７年版 厚生労働省 8

４００　自然科学

【４９０　医学．薬学】

63



図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

私の台所 沢村　貞子 4

貯金兄弟 竹内　謙礼　他 4

痩せる寝方
～「睡眠不足は太る」は本当だった！～

左藤　桂子 2

あいうえおいしい。
～おうちごはんのヒント３６５日～

川津　幸子 4

青森のおいしい１２ヶ月と漬物
～青森のとれたて食材でつくりたい。～

1 Ａ

和・洋・中華のお菓子作り基本レシピ 1

家飲みを極める 土屋　敦 3

ニッポンの食と農この１０年
～命の糧を未来につなぐ～

見城　美枝子 3

【５９０　家政学．生活科学】

６００　産業

【６１０　農業】

５００　技術．工学
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

ききりんご紀行 谷村　志穂 3 Ａ

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分
　ゼロを目指して咲かせた花～

滝　晴巳 2 Ａ

サービスマンという病い 萩原　清澄 2

交通安全白書（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

交通安全白書（概要版）平成２８年版
内閣府政策統括官
（共生社会政策担当） 3

五能線物語
～「奇跡のローカル線」を生んだ最強の現場力～

遠藤　功 3 Ａ

全身女優　～私たちの森光子～ 小松　成美 4

【６４０　畜産業．獣医学】

【６２０　園芸】

【６７０　商業】

【６８０　運輸．交通】

７００　芸術．美術

【７７０　演劇．映画】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

歌舞伎家と血と藝 中川　右介 6

まぶしい瞳を明日に向けて
～安田ヤンヤン少年野球チーム１０年の歩み～

沢田　憲郎　他 3 Ａ

ここで負けてしまってごめんな
～甲子園だけが高校野球ではない～

岩崎　夏海 3

言葉一つで、人は変わる
～夢をつかむ「言葉の力」～

野村　克也 2

野球小僧の戦後史
～国民のスポーツからニッポンが見える～

ビートたけし 2

綱の力 九重　貢 2

一日一日、強くなる
～伊調馨の「壁を乗り越える」言葉～

伊調　馨　他 1 Ａ

羽生善治闘う頭脳 5

【７８０　スポーツ．体育】

【７９０　諸芸．娯楽】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

声を変えるだけで仕事がうまくいく 秋竹　朋子 2

金田一秀穂の心地よい日本語 金田一　秀穂 2

Ｇｏｎ，　ｔｈｅ　Ｆｏｘ　ごんぎつね　ＵＥＢ版 新美　南吉　他 1

Ｔｈｅ　Ｃａｎｔｅｒｖｉｌｌｅ　Ｇｈｏｓｔ　カンタビルの幽霊
ＵＥＢ版

オスカー・ワイルド 2

Ｔｈｅ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｌｉｆｅ　ｏｆ　ａ　Ｖｅｒｙ　Ｂｌａｃｋ　Ｃａｔ
二つの名前を持ったネコ　ＵＥＢ版

アラン・ポズナー 3

【８００　言語】

【８１０　日本語】

【８３０　英語】

８００　言語
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

私の太宰その魅力 3 Ａ

みんなほんもの（抜粋版） 相田　みつを 1

川柳六大家を語る 大野　風柳 1

十代に贈りたい心の名短歌１００ 田中　章義 1

一葦集 吉田　成一 2

建築士・音無薫子の設計ノート
～謎あり物件、リノベーションします。～

逢上　央士 4

尖閣ゲーム 青木　俊 4

第３回東奥文学賞大賞受賞作品　北の神話 青柳　隼人 2 Ａ

≪ア～オ≫

９００　文学

【９１０　日本文学】

【９１１　詩歌】

【９１３．６　近代小説】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

山の霊異記　～霧中の幻影～ 安曇　潤平 3

僕と死神の白い罠 天野　頌子 3

供連れ 安東　能明 5

こがねもち 飯島　一次 3

守農太神と呼ばれた男　～小説安藤昌益～ 伊澤　芳子 5 Ａ

凪の司祭 石持　浅海 9

小松とうさちゃん 絲山　秋子 2

永遠に、私を閉じこめて うかみ　綾乃 3

やせる石鹸 歌川　たいじ 6

抗争　～巨大銀行が溶融した日～ 江上　剛 5

風雪平野 長部　日出雄 4 Ａ

銀杏葉のたそがれる道 尾辻　紀子 3
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

家族のシナリオ 小野寺　史宜 4

連鶴 梶　よう子 5

稲荷山誠造　明日は晴れか 香住　泰 5

十号室 加藤　元 3

ｙｅｓ－お父さんにラブソング－ 川上　健一 2 Ａ

署長・田中健一の憂鬱 川崎　草志 4

甘いお酒でうがい 川嶋　佳子 2 Ａ

書斎の鍵　～父が遺した「人生の奇跡」～ 喜多川　泰 3

こはだの鮓 北原　亞以子 3

鈴木ごっこ 木下　半太 2

ドクター・ホワイト 樹林　伸 4

≪カ～コ≫

70



図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

風の色 クァク　ジェヨン　他 3

笑う娘道成寺　～女子大生桜川東子の推理～ 鯨　統一郎 3

あひるの手紙　おはなしみーつけた！シリーズ 朽木　祥 1

アカガミ 窪　美澄 4

サバンナゲーム　４　 黒井　嵐輔 9

サバンナゲーム　５　 黒井　嵐輔 3

いじめレジスタンス 黒野　伸一 2

蜃気楼の犬 呉　勝浩 4 Ａ

道徳の時間 呉　勝浩 6 Ａ

ロスト 呉　勝浩 8 Ａ

真の雨　（下）
風烈廻り与力・青柳剣一郎　３１

小杉　健治 3

料理番忘れ草　新･包丁人侍事件帖　２ 小早川　涼 3
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

先生と迷い猫 小林　弘利　他 3

西遊後記　１　還の巻
斉藤洋の西遊後記シリーズ　１

斉藤　洋 2

土風　～帳尻屋仕置１～ 坂岡　真 4

校長、お電話です！ 佐川　光晴 4

美女二万両強奪のからくり　縮尻鏡三郎 佐藤　雅美 4

似非遍路　高瀬川女船歌 澤田　ふじ子 4

冬の光 篠田　節子 6

座敷わらしとシェアハウス 篠原　悠希 4

座敷わらしとシェアハウス　２　冬来たりなば 篠原　悠希 4

神様の子守はじめました。 霜月　りつ 3

神様の子守はじめました。　２ 霜月　りつ 3

≪サ～ソ≫
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

ブラック・ヴィーナス　投資の女神 城山　真一 6

ニューカルマ 新庄　耕 4

余命二億円 周防　柳 4

私と、妻と、妻の犬 杉山　隆男 4

傀儡子の糸　口入屋用心棒33 鈴木　英治 4

関所破り　～下っ引夏兵衛捕物控～ 鈴木　英治 4

セラピューティック・ラブ 清　心海 10

おひさまジャム果風堂 髙森　美由紀 4 Ａ

ポンコツ探偵の名推理 滝田　務雄 4

マルトク特別協力者　警視庁公安部外事二課　２ 竹内　明 5

八万遠（やまと） 田牧　大和 5

≪タ～ト≫
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

寺社役同心事件帖　～竹寶寺の闇からくり～ 千野　隆司 3

出世侍　２ 千野　隆司 3

半減期を祝って 津島　佑子 1 Ａ

この世にたやすい仕事はない 津村　記久子 5

スペシャリスト　１－２ 戸田山　雅司　他 3

スペシャリスト　３－４ 戸田山　雅司　他 3

七人の手練　～たそがれ横丁騒動記～ 鳥羽　亮 3

天狗騒動　～たそがれ横丁騒動記２～ 鳥羽　亮 3

都ギツネの宝　シノダ！８ 富安　陽子　他 3

仇文　～秘められた欲望～ 中上　淳 1

三の隣は五号室 長嶋　有 4

≪ナ～ノ≫
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

幕末五七五！ 仲野　ワタリ 3

たまげたトリちゃ　～野を駈ける少女の日々～ 中村　キネ 3 Ａ

ズッコケ中年三人組ａｇｅ４９ 那須　正幹 3

夫以外 新津　きよみ 3

掟上今日子の婚姻届 西尾　維新 3

直虎と直政 野中　信二 5

明治・金色キタン 畠中　恵 5

冬子の日記 波多野　伸 2

いとど遙けし 蜂谷　涼 6

津軽双花 葉室　麟 4 Ａ

ビューティーキャンプ 林　真理子 3

≪ハ～ホ≫
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

女神めし　～佳代のキッチン　２～ 原　宏一 4

恋愛採集士 日野　草 4

徒目付密命　旗本三兄弟事件帖　２ 藤　水名子 3

ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢　数希 5

やさしい真実と政略結婚 藤沢　みや 5

あがれ！大輪菊玉 藤田　博保 1 Ａ

でっかい目玉の児童会長 藤田　博保 1 Ａ

山にもどったクマのコロ 藤田　博保 2 Ａ

最後の晩ごはん４　～刑事さんとハンバーグ～ 椹野　道流 3

最後の晩ごはん５　～師匠と弟子のオムライス～ 椹野　道流 3

おちゃっぴい　～大江戸八百八～ 堀川　アサコ 4 Ａ
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

バベル九朔 万城目　学 6

二人ノ世界 松下　隆一 3

６月３１日の同窓会 真梨　幸子 4

スティングス　～特例捜査班～ 矢月　秀作 4

象は忘れない 柳　広司 3

私の気の毒な婚約者 山吹　ミチル　他 4

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　２
～両国橋の御落胤～

山本　巧次 4

ルパンの娘 横関　大 6

レインコートを着た犬 吉田　篤弘 3

愉快なまつさん「満員御礼」 わたなべ　えいこ 3

≪ワ≫

≪マ～モ≫

≪ヤ～ヨ≫
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

ラメルノエリキサ 渡辺　優 3

祟り婿　古道具屋皆塵堂５ 輪渡　颯介 4

影憑き　古道具屋皆塵堂６ 輪渡　颯介 4

なぜ生まれてきたのか　～新井満の幸福論～ 新井　満 1

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 2

言葉の贅肉　～今日も超饒舌～ 伊奈　かっぺい 2 Ａ

今日も猫背で考え中 太田　光 3

たましいのふたりごと 川上　未映子　他 2

いのちをむすぶ 佐藤　初女 1 Ａ

老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴 1

くよくよマネジメント 津村　記久子 2

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

ことたま　～柳原白蓮エッセイ集～ 柳原　白蓮 3

最高の弘前の見つけ方
～日曜随想２００７～２０１６～

佐藤　和博　他 3 Ａ

見えない壁だって、越えられる。 小林　幸一郎　他 1

熱狂宣言 小松　成美 5

ありのままに。　～筆談議員ママ奮闘記～ 斉藤　りえ 3 Ａ

ぼくが見た太平洋戦争 宗田　理 1

タワシ王子の人生ゲーム 栂野　真二 4

妻が遺した一枚のレシピ 山田　和夫 3

太陽の草原を駆けぬけて
ウーリー・オルレブ 著
母袋　夏生 訳 4

西遊記　１１　火の巻 斉藤　洋 2

【９２０　中国文学．その他の東洋文学】

【９１６　記録．手記．ルポルタージュ】

79



図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

ゴハおじさんのゆかいなお話
～エジプトの民話～

デニス・ジョンソン・
デイヴィーズ 　再話
千葉　茂樹　訳

1

メリサンド姫　むてきの算数！
Ｅ・ネズビット 作
灰島　かり 訳 1

なんでももってる＜？＞男の子
イアン・ホワイブラウ 作
石垣　賀子 訳 1

冬の物語
イサク・ディネセン 著
横山　貞子 訳 6

リフカの旅
カレン・ヘス 作
伊藤　比呂美ほか 訳 2

シェイクスピア名作劇場１　ハムレット
ウィリアム・
シェイクスピア 原作
斉藤　洋 文

2

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

心臓がきみを好きだという
ジェシ・カービィ　著
早川　麻百合 訳 3

ミリー・モリー・マンデーとともだち
ジョイス・Ｌ・ブリスリー 作
上條　由美子 訳 2

２４の怖い話
スーザン・プライス 著
安藤　紀子ほか 訳 2

墓場の少年
～ノーボディ・オーエンズの奇妙な生活～

ニール・ゲイマン 著
金原 瑞人 訳

5

【９３０　英米文学】
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図　　　書　　　名 著(編)者　　 冊数備考

おいぼれミック
バリ・ライ 著
岡本　さゆり 訳 1

オリバーとさまよい島の冒険
フィリップ・リーヴ 著
井上　里 訳 2

「エルマーのぼうけん」をかいた女性
ルース・Ｓ・ガネット

前沢　明枝 2

戦火の三匹　～ロンドン大脱出～
ミーガン・リクス 作
尾高　薫 訳 3

誰もいないホテルで
ペーター・シュタム 著
松永　美穂 訳 3

国を救った数学少女
ヨナス・ヨナソン 著
中村　久里子 訳 8

【９４０　ドイツ文学】

81



 

図書目録 平成２８年度版 
 

 
発 行 平成３０年３月３１日 
発行所 青森県視覚障害者情報センター 

〒０３８－８５８５ 青森市大字石江字江渡５－１ 
青森県青森福祉庁舎３階 
ＴＥＬ（０１７）７８２－７７９９ 
ＦＡＸ（０１７）７８２－７２２８ 

ホームページアドレス http://www.aosise.com/ 




