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 凡    例  

 

１．この図書目録は、平成２９年４月～平成３０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・シネマデイジー図書・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

話すだけで書ける究極の文章法
　～人工知能が助けてくれる！～

野口　悠紀雄 7:32

心あたたまる話
　～涙と微笑みの宝石箱～

オンセレクト
編集部

4:42

あのときはありがとう
「小さな親切」はがきキャンペーン作品集　14

「小さな親切」
運動本部

2:18

世界の怪談
　～怖い話をするときに～

矢野　浩三郎
ほか

4:32

トマス＝アクィナス　人と思想　114 稲垣　良典 8:05

オリゲネス　人と思想　113 小高　毅 7:33

ホルクハイマー　人と思想　108 小牧　治 9:15

ヴェーユ　人と思想　107 冨原　眞弓 6:12

０００　総記

【０００　総記】

【０４０　一般論文集．一般講演集】

【１３０　西洋哲学】

１００　哲学
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

メルロ＝ポンティ　人と思想　112 村上　隆夫 8:20

無理しないほうが愛される
　～自分の魅力に気づく心理学～

加藤　諦三 5:30

不安にならない技術 和田　秀樹 5:09

老いを豊かに生きる 佐古　純一郎 5:21

たましいの地図
　～あなたの運命をひらく～

江原　啓之 4:32

辛酸なめ子と寺井広樹のあの世の歩き方
　～漫画とリポートでめぐる「死後の世界」～

辛酸　なめ子
ほか

4:53

しあわせの見つけ方 古木　宣尚 5:20

日本人の道徳心 渡部　昇一 6:11

もっと太っ腹で生きてみないか 赤根　祥道 5:32

一に愛嬌二に気転
　～「頭の悪い女」といわれないために～

淡谷　のり子 4:50 Ａ

【１５０　倫理学．道徳】

【１４０　心理学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

人生に余生はない
　～ひとり暮らしの快老学～

石垣　綾子 4:46

生きる力を求める人に 石川　洋 2:28

二度目の大往生 永　六輔 3:03

自分づくり　自分をどう愛するか〈生き方編〉 遠藤　周作 4:33

生きる力ってなんですか？
おおた としまさ
ほか

5:05

人間関係に自信がつくクスリ
　～「森田式健康法ノート」～

大原　健士郎 6:26

絶対、よくなる！ 斎藤　一人 2:00

こう考えると生きることが嬉しくなる
Ｗ・タタル
キェヴィチ ほか

7:23

人生を励ます言葉 中野　孝次 5:55

自分をもっと深く掘れ
 ～新渡戸稲造の名著『世渡りの道』を読む～

新渡戸　稲造
ほか

5:31 Ａ

捨てる神に拾う神
　～もっと無器用に生きてみないか～

早坂　茂三 6:58
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

豊かに老いを生きる 日野原　重明 6:19

斎藤一人物語　エピソード１ 十夢想家編 舛岡　はなゑ 2:54

祈りのみち
　～至高の対話のために～

高橋　佳子 5:00

見えないものを感じる力〔天使・妖精・運命〕
　～ほんとうの私を求めて～

西川　隆範 6:17

世界の裏側がわかる宗教集中講座
　～ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、
　　 仏教、神道、儒教～

井沢　元彦 12:11

般若心経・人生にこう活かす
　～こころに革命を起こす知恵９６項～

沙門　俊道 6:10

寂聴観音経　～愛とは～ 瀬戸内　寂聴 8:00

寂聴般若心経　～生きるとは～ 瀬戸内　寂聴 9:07

えてこでもわかる笑い飯哲夫訳般若心経 笑い飯　哲夫 2:57

禅の坊さんもぼやく。そして学ぶ。 永井　宗直 3:24

【１６０　宗教】

【１８０　仏教】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

自分の休ませ方
　～忙しい毎日が変わるヒント～

枡野　俊明 3:22

玄奘　人と思想　106 三友　量順 6:44

マーティン＝Ｌ＝キング　人と思想　104 梶原　寿 8:41

コルベ　人と思想　122 川下　勝 7:49

現代を見る歴史 堺屋　太一 13:54

昭和からの伝言 加藤　廣 9:51

昭和のあの頃ぼくたちは小学生だった
かねこ　たかし
ほか

3:25

転落の歴史に何を見るか
　～奉天会戦からノモンハン事件へ～

斎藤　健 4:21

青い森と堤川
北の都市と流域
を語る会

11:12 Ａ

２００　歴史

【１９０　キリスト教】

【２００　歴史】

【２１０　日本史】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

物語　三戸城 佐藤  嘉悦 7:11 Ａ

支えあって、今日を生きよう！ 町田　光司 5:13 Ａ

美智子さまと皇族たち 河原　敏明 8:19

皇太子さま雅子さまへのメッセージ 浜尾　　実 5:23

苦学一生 淡谷　悠蔵 4:34 Ａ

ヴァイツゼッカー　人と思想　111 加藤　常昭 7:32

ファラデーとマクスウェル　人と思想　115 後藤　憲一 7:33

不登校の女子高生が日本トップクラスの
同時通訳者になれた理由（わけ）

田中　慶子 5:09

ペスタロッチ　人と思想　105
長尾　十三二
ほか

6:49

角さん、ほめられ過ぎですよ！
　～異常人気の「角栄本」の正しい読み方～

中尾　庸蔵 6:20

ラヴォアジエ　人と思想　101 中川　鶴太郎 7:12

【２８０　伝記】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

わが母中村久子 中村　富子 5:34

ひらけごま　～ドキュメント・わが母～ 畑山　博 4:10

津田梅子　人と思想　116 古木　宜志子 8:38

冒険への旅立ち 三浦　雄一郎 5:22 Ａ

春まだ浅き頃に
　～ハレー彗星と再びまみえて～

水木　モモヨ 7:04 Ａ

西光万吉　人と思想　110 師岡　佑行 10:38

無名鬼の妻 山口　弘子 9:31

日本とは何か 堺屋　太一 11:23

激震東洋事情　１９９８年版 深田　祐介 7:41

中国とソ連 毛里　和子 7:34

恥と無駄の超大国・日本 落合　信彦 5:33

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

あるべき明日　～日本・いま決断のとき～ 堺屋　太一 7:47

なぜ日本人はかくも幼稚になったのか 福田　和也 3:40

亡国の徒に問う 石原　慎太郎 7:19

日本政治の課題　～新・政治改革論～ 山口　二郎 5:49

日本を救う９人の政治家とバカ１人 浜田　幸一 10:57

政治家は悪党に限る 早坂　茂三 8:31

お役人さま、つい本音を語る 廣中　克彦 6:13

習近平は必ず金正恩を殺す 近藤　大介 8:53

トランプ自伝
　～不動産王にビジネスを学ぶ～

ドナルド・トランプ
ほか

16:02

人生を変えるドラッカー
　～小説でわかる名著『経営者の条件』
　　 自分をマネジメントする究極の方法～

吉田　麻子 6:08

【３１０　政治】

【３３０　経済】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

金融ビッグバンをどう生き抜くか
　～日本の金融植民地化が始まる～

斎藤　裕 7:58

財務省と大新聞が隠す
本当は世界一の日本経済

上念　司 9:44

自分の都合を押しつける人 片田　珠美 5:08

サギ師が使う人の心を操る「ものの言い方」 多田　文明 4:28

元刑事が教えるウソと心理の見抜き方 森　透匡 4:32

私たちのしごと　～障害者雇用の現場から～ 小山　博孝 7:50

ひとりで暮らして、気楽に老いる
　～夫のいない自由な生き方～

吉沢　久子 4:18

いつかの夏　～名古屋闇サイト殺人事件～ 大崎　善生 12:20

障害者の日常術
障害者
アートバンク

8:20

これならわかる〈スッキリ図解〉
障害者差別解消法

二本柳　覚 9:22

【３４０　財政】

【３６０　社会】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

中学生時代　～勉強・生活・進路～ 林　友三郎 6:14

大学生のためのメンタルヘルスガイド
　～悩む人、助けたい人、知りたい人へ～

松本　俊彦 8:49

吃音のことがよくわかる本　～イラスト版～ 菊池　良和 4:37

視覚障害　～その教育と福祉～ 藤井　聰尚 ほか 7:29

泉は遠く　～特殊学級担任の記録～ 渡部　ふさ 12:40

才能のある子性格のいい子の育て方
　～子どもの将来は６歳で決まる～

吉川　弓夫 4:48

叱り方の上手い親下手な親
　～言い方一つが左右するその子の将来～

田中　澄江 6:10

東北のしきたり 鈴木　士郎 ほか 7:53

決断の研究　～五人の提督～ 佐藤　和正 10:37

【３７０　教育】

【３８０　風俗習慣．民俗学．民族学】

【３９０　国防．軍事】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

なぜ？どうして？科学のお話　６年生 大山　光晴 3:08

ふるさと植物の不思議 斗沢　栄一 3:54 Ａ

ツバメの謎
　～ツバメの繁殖行動は進化する！？～

北村　亘 4:04

医者の心患者知らず 寺下　健三 6:14

病になる・病が治るということ 山下　剛 5:21

“血液の汚れ”を取るとなぜ、病気が治るのか 石原　結實 6:35

飲んで治す「高血圧」の特効食 板倉　弘重 5:05

薬に頼らず血圧を下げる方法　～１日５分～ 加藤　雅俊 3:47

【４００　自然科学】

４００　自然科学

【４７０　植物学】

【４８０　動物学】

【４９０　医学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

注文をまちがえる料理店
　～忘れちゃったけど
  まちがえちゃったけどまあいいか～

小国　士朗 3:48

拒食症と過食症の治し方　～イラスト版～ 切池　信夫 5:18

人はなぜ痴呆になるのか
　～アルツハイマー病の謎をさぐる～

丸山　敬 ほか 5:42

転んでも、大丈夫
　～ぼくが義足を作る理由～

臼井　二美男 3:39

「副作用のない抗がん剤」の誕生
　～がん治療革命～

奥野　修司 9:32

がんで余命ゼロと言われた
私の死なない食事

神尾　哲男 3:39

首・肩の頚椎症は自分で治せる！
　～“頭痛”“めまい”“手のしびれ”
        スッキリ解消～

酒井　慎太郎 3:27

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 2:23 Ａ

いびきのことがよくわかる本
　～重大な病気を未然にチェックし、
　    迷惑も解消！～

高山　幹子 5:00

ヘルシー・プレジャー　～病は気から～
ロバート・
オーンスタイン
ほか

10:21
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

すべての疲労は脳が原因　2　～超実践編～ 梶本　修身 6:14

赤ワイン健康法
　～おいしく飲んで心臓病・脳卒中を防ぐ～

近藤　和雄 ほか 3:55

ごまが効く　～酒飲みに大安心の本～
主婦と生活社
ほか

4:06

ストレスが自信に変わる本
　～最新医学が解明した心のパワー～

高田　明和 5:01

食生活の危ない話
　～緊急常識　わが家の安心革命～

八藤　　眞 4:15

小さいことにクヨクヨしない方法１２４ 保坂　隆 6:01

考える力、やり抜く力私の方法 中村　修二 6:14

ドローンの世紀
　～空撮・宅配から武装無人機まで～

井上　孝司 6:57

飛行機はどう進化するか
　～ライト兄弟から１００年～

近藤　次郎 7:07

【５３０　機械工学】

５００　技術．工学

【５００　技術．工学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人 4:48

女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男 9:19

電気は誰のものか　～電気の事件史～ 田中　聡 9:35

頭のいい５８３の実用集　続
　～考えても見なかった方法～

ホーム
ライフセミナー

7:54

人生を豊かにする小さな１分の習慣 沖　幸子 3:50

初女さんのお漬け物 佐藤　初女 1:34 Ａ

一緒にパスタを作りましょう
　～料理初心者でもおいしいパスタが
 　　作れるようになるために～

すこやか
食生活協会

1:25

夜ふけのおつまみ スヌ子 4:07

魔法のアルミホイルレシピ１００
たけだ
バーベキュー

3:41

電子レンジで朝ごはん 村上　祥子 ほか 4:39

【５４０　電気工学】

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

酒呑みに献げる本　続 山本　容朗 8:06

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。～

1:00 Ａ

紀子さまの育児日記 高清水　有子 3:16 Ａ

お茶はなぜ体によいのか
　～カテキンパワーの秘密～

黒田　行昭 ほか 5:06

干したから… 森枝　卓士 0:53

すばこ キム　ファン ほか 0:35

民警 猪瀬　直樹 8:15

商人 永　六輔 2:41

サービスマンという病い 萩原　清澄 4:44

【６７０　商業】

６００　産業

【６１０　農業】

【６５０　林業】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

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 5:22 Ａ

グッド・フライト、グッド・ナイト
　～パイロットが誘う最高の空旅～

マーク・ヴァンホー
ナッカー ほか

15:03

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス ほか 0:35

両腕を失っても夢は捨てない 水村　喜一郎 5:50

ちょうどいいくらいのしあわせ　～抜粋版～ 谷内　正遠 ほか 0:15

絶望している暇はない
　～「左手のピアニスト」の超前向き思考～

舘野　泉 1:32

母と子のシンフォニー
　～盲目のヴァイオリニスト和波孝禧を
　　 育てた母の手記～

和波　その子 11:12

７００　芸術．美術

【７２０　絵画】

【７３０　版画】

【７６０　音楽】

【６８０　運輸．交通】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

音に生きる　～宮城道雄伝～
千葉　潤之介
ほか

9:18

功・大好き　～俳優木村功の愛と死と～ 木村　　梢 6:01

パラスポーツルールブック
　～パラリンピックを楽しもう～

陶山　哲夫 ほか 6:34

お尻をほぐせば「疲れ」はとれる 坂詰　真二 4:37

風になった日 高橋　尚子 5:02

勝ち続ける組織の作り方
 ～青森山田高校サッカー部の名将が明かす
　　指導・教育・育成・改革論～

黒田　剛 4:44 Ａ

勝つ管理　私の流儀
 ～横浜ベイスターズ３８年ぶりの日本一！～

永谷　脩 7:50

耳の聞こえないメジャーリーガー
  ウィリアム・ホイ

ナンシー・
チャーニン ほか

0:23

意識革命のすすめ 広岡　達朗 6:43

【７７０　演劇】

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

若貴兄弟のないしょ話
　～誰も書けなかった
   　 藤島軍団のウラのウラ～

大相撲
［ないしょ話］
委員会

4:00

綱の力 九重　貢 5:06

人生、惚れてこそ　～知的競争力の秘密～ 米長　邦雄 ほか 5:10

群れるな　～寺山修司強く生きぬく言葉～ 寺山　修司 2:26 Ａ

死ぬという大切な仕事 三浦　光世 5:50

石川啄木詩歌集 石川　啄木 9:45

合同歌集やまびこ　4 大竹　輝雄 1:15 Ａ

盲学生短歌集
 ～全国盲学生短歌コンクール六十回記念～

岐阜県立
岐阜盲学校

9:43

【７９０　諸芸.娯楽】

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

母の詩　～河野進自選集～ 河野　進 1:48

サラダ記念日　～俵万智歌集～ 俵　万智 1:12

野の草 福士　重治 1:45 Ａ

母のない子と子のない母と他一編 壷井　栄 8:07

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 8:03

明日の湯　～下町人情銭湯～ 秋山　浩司 6:59

遠州浜松殺人奏曲
私立探偵・小仏太郎　11

梓　林太郎 8:08

猫たちの色メガネ 浅生　鴨 7:29

人質オペラ 荒木　源 14:11

【９１３．６　近代小説】

【９１３　小説．物語】

《ア～オ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

秘密 池波　正太郎 8:51

浮沈　～剣客商売～ 池波　正太郎 5:23

水中花 五木　寛之 4:28

野菊の墓 伊藤　左千夫 1:49

チキン！ いとう　みく ほか 3:01

月の光 岩橋　邦枝 4:32

探偵太宰治 上野　歩 9:22

猫と漱石と悪妻 植松　三十里 6:34

日曜劇場小さな巨人　上
丑尾　健太郎
ほか

6:58

日曜劇場小さな巨人　下
丑尾　健太郎
ほか

6:40

鬼首殺人事件 内田　康夫 8:16
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

透明な遺書 内田　康夫 11:33

雨の音 宇野　千代 3:47

ビストロ青猫謎解きレシピ　京都怨霊編 大石　直紀 5:40

野火 大岡　昇平 5:22

うっかりの玉
大久保　雨咲
ほか

1:16

くろねこのどん
岡野　かおる子
ほか

2:54

さようなら、私 小川　糸 6:51

幸福のパズル 折原　みと 20:22

８フィートの週末 片岡　義男 3:22

うなぎ女子 加藤　元 5:53

ＣＲＩＳＩＳ　～公安機動捜査隊特捜班～ 金城　一紀 ほか 6:19

《カ～コ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

疑薬 鏑木　蓮 11:47

空への助走　～福蜂工業高校運動部～ 壁井　ユカコ 11:46

Ｋの連鎖
　～落語界案内ＳＦミステリー～
　　 安楽寄席探偵の事件簿　5

鎌田　善和 5:49

青い海の宇宙港　春夏篇 川端　裕人 8:58

青い海の宇宙港　秋冬篇 川端　裕人 10:58

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき ほか 0:25

２０９号室には知らない子供がいる 櫛木　理宇 8:13

ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子　ほか 0:39

風の靴 朽木　祥 6:26

ぼくらの気持 栗本　薫 9:15

声なき叫び 小杉　健治 7:03

離れ簪　風烈廻り与力・青柳剣一郎　37 小杉　健治 6:26
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

見上げた空は青かった 小手鞠　るい 3:23

流れる女 小松　左京 10:13

鉄道マニア殺人事件 斎藤　栄 8:02

謎の幽霊探偵 斎藤　栄 7:20

日本国有鉄道殺人旅行 斎藤　栄 6:22

いつか大人になる日まで 柴門　ふみ 5:01

船参宮　新・酔いどれ小籐次　9 佐伯　泰英 7:32

落雲雀　帳尻屋仕置　4 坂岡　真 6:37

泣き虫弱虫諸葛孔明　第4部 酒見　賢一 21:50

ひとり、そしてそれだけ 佐野　洋 7:32

テロルの決算 沢木　耕太郎 10:30

《サ～ソ》

24



図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

白露の恋　更紗屋おりん雛形帖　5 篠　綾子 8:49

座敷わらしとシェアハウス 篠原　悠希 6:46

神様の子守はじめました。 霜月　りつ 6:39

ただいまの神様 鈴森　丹子 7:13

黒白の虹 高木　彬光 12:44 Ａ

青龍の剣　上 高木　彬光 5:49 Ａ

緋い記憶 高橋　克彦 7:34

まんさくの花　上 高橋　正圀 8:27

まんさくの花　下 高橋　正圀 8:58

オサキと江戸のおまんじゅう
　～もののけ本所深川事件帖　［７］～

高橋　由太 5:54

お手がみください 髙森　美由紀 5:18 Ａ

《タ～ト》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ケンガイにっ！
髙森　美由紀
ほか

4:07 Ａ

妖精のスープ
髙森　美由紀
ほか

3:08 Ａ

中年の眼にも涙 田辺　聖子 6:29

東奥文学賞大賞作品　第４回
健やかな一日

田辺　典忠 2:45 Ａ

鯖猫長屋ふしぎ草紙　2 田牧　大和 8:32

天久鷹央の推理カルテ 知念　実希人 7:42

天久鷹央の推理カルテ　2　ファントムの病棟 知念　実希人 8:13

天久鷹央の推理カルテ　3　密室のパラノイア 知念　実希人 8:30

出世侍　4　正直者が損をする 千野　隆司 7:14

曼陀羅の人　上　～空海求法伝～ 陳　舜臣 10:18

曼陀羅の人　下　～空海求法伝～ 陳　舜臣 11:20

エッグマン 辻　仁成 7:45

26



図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

七瀬ふたたび 筒井　康隆 8:29

凍蝶 津村　節子 6:55

日本の神さま　～古事記の物語～ 時海　結以 ほか 2:40

なんにもできなかったとり 刀根　里衣 0:33

仇文　～秘められた欲望～ 中上　淳 1:52

晴れ着のゆくえ 中川　なをみ 5:23

歌枕 中里　恒子 5:44

愛のようだ 長嶋　有 5:40

孤独のフェアウェイ 夏樹　静子 14:15

掟上今日子の裏表紙　忘却探偵シリーズ　9 西尾　維新 8:31

黄金番組殺人事件 西村　京太郎 8:16

《ナ～ノ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

北帰行殺人事件 西村　京太郎 9:50

リゾートしらかみの犯罪 西村　京太郎 5:49

彼女の色に届くまで 似鳥　鶏 12:39

懐かしい食堂あります
　～谷村さんちは大家族～

似鳥　航一 8:38 Ａ

墨龍賦 葉室　麟 7:26

恋人たち 原田　康子 6:55

花を追え　～仕立屋・琥珀と着物の迷宮～ 春坂　咲月 9:12

源太郎の初恋　～御宿かわせみ　23～ 平岩　弓枝 7:06

フィッターＸの異常な愛情 蛭田　亜紗子 7:15

百色メガネ ふくだ さち 8:20

殺意の対談 藤崎　翔 11:56

《ハ～ホ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

最後の晩ごはん　6　旧友と焼きおにぎり 椹野　道流 6:53

フラダン 古内　一絵 6:23

月下におくる　上　～沖田総司青春録～　　 堀川　アサコ 6:19 Ａ

月下におくる　下　～沖田総司青春録～　　 堀川　アサコ 6:46 Ａ

幻想温泉郷 堀川　アサコ 7:38 Ａ

１００回泣いても変わらないので
恋することにした。

堀川　アサコ 6:58 Ａ

泣き虫先生、江戸にあらわる
　～手習い所純情控帳～

誉田　龍一 5:26

泣き虫先生、棒手振りになる
　～手習い所純情控帳　3～

誉田　龍一 5:16

名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター） 水稀　しま ほか 5:46

カブールの園 宮内　悠介 5:38

《マ～モ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

空にむかってともだち宣言
茂木　ちあき
ほか

1:37

旅の重さ 素　九鬼子 7:36

人魚姫の椅子 森　晶麿 7:29

棟居刑事の永遠（とわ）の狩人 森村　誠一 12:31

元町クリーニング屋横浜サンドリヨン
～洗濯ときどき謎解き～

森山　あけみ 9:48

月は東に 安岡　章太郎 9:37

Ｄ１　～警視庁暗殺部～ 矢月　秀作 9:33

トコとミコ 山口　恵以子 11:07

犬から聞いた素敵な話
　～喜びのかけ算、悲しみのわり算～

山口　花 5:44

女主人（マダム） 山口　洋子 7:00

迷い家 山吹　静吽 15:47

《ヤ～ヨ》
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ダイブ！
　～潜水系（イルカ）公務員は謎だらけ～

山本　賀代 7:46

躯体上の翼 結城　充考 9:52

マシュマロ・ナイン 横関　大 11:51

回遊人 吉村　萬壱 5:50

白き手の報復 渡辺　淳一 8:38

溝猫長屋祠之怪 輪渡　颯介 7:38

はなはなみんみ物語 わたり　むつこ 6:22

老人力 赤瀬川　原平 4:13

大人の流儀 6　不運と思うな。 伊集院　静 4:10

他力　～大乱世を生きる一〇〇のヒント～ 五木　寛之 6:05

若き友よ。　～若い友人への２８通の手紙～ 五木　寛之 3:46

《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

生きて行く私　上 宇野　千代 6:02

生きて行く私　下 宇野　千代 5:48

今日一日がちいさな一生 海原　純子 4:10

人生の踏絵 遠藤　周作 6:36

この生命を凛と生きる 大石　邦子 6:52

見抜く力 姜　尚中 6:40

北の人名録 倉本　聡 7:26

ていだん 小林　聡美 9:25

愛子の百人斬り 佐藤　愛子 4:51

枯れ木の枝ぶり 佐藤　愛子 5:09

破れかぶれの幸福 佐藤　愛子 5:35

おッ！見えた、目ん玉が！
　～八十路の入院体験記～

佐藤　きむ 2:21 Ａ
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ひたむきに生きる 澤地　久枝 5:17

六十六の暦 澤地　久枝 5:57

ミラノ霧の風景 須賀　敦子 5:45

愛と祈りを 瀬戸内　寂聴 5:13

愛をめぐる人生論 立原　正秋 4:49

源氏紙風船 田辺　聖子 8:50

さかさま世界史英雄伝 寺山　修司 7:12 Ａ

陽だまりの午後 藤堂　志津子 4:03

悪女の玉手箱 時実　新子 4:53

日本の美徳　～恥を知るということ～ 中野　考次 4:31

渡る世間の裏話
　～人生の達人たちに学ぶ～

早坂　茂三 11:53

自閉症のうた 東田　直樹 4:42
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

生きる　～藤原ていエッセイ集～ 藤原　てい 5:39

ゆらぐ玉の緒 古井　由吉 8:04

明日のあなたへ　～愛するとは許すこと～ 三浦　綾子 7:38

おばさんの金棒 室井　滋 5:06

わが性と生 瀬戸内　寂聴 7:20

半ケツの神さま 荒川　祐二 5:07

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 1:29 Ａ

心に残る患者の話 石川　恭三 7:41

たとえぼくに明日はなくとも
　～車椅子の上の１７才の青春～

石川　正一 4:42

がむしゃら１５００キロ 浮谷　東次郎 5:38

【９１５　日記．書簡．紀行】

【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

母さんがどんなに僕を嫌いでも　～手記～ 歌川　たいじ 4:53

ヨルダン難民救援への旅 小山内　美江子 3:52

岳史よ、生命あるかぎり 加東　康一 5:38

見えない壁だって、越えられる。
小林　幸一郎
ほか

2:29

愛・見つけた　～小さな命の置きみやげ～ 小林　完吾 6:54

種まく子供たち　～小児ガンを体験した
七人の物語～

佐藤　律子 4:41

贈られた眼の記録 曽野　綾子 7:50

それでも生きていく
　～地下鉄サリン事件被害者手記集～

地下鉄サリン
事件被害者の会

8:56

書を捨てよ、町へ出よう 寺山　修司 6:10 Ａ

タワシ王子の人生ゲーム 栂野　真二 7:59

一寸先は光　～それでも生きたい～ 中田　完二 6:31

盲導犬ボル・モンブランの風を聴け 原　久美子 6:20
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

旅立とう、いま　～こずえ２０歳の青春～ 吉森　こずえ 6:32

人間というもの 司馬　遼太郎 4:28

日本一短い「母」への手紙　～一筆啓上～ 福井県丸岡町 1:28

寺山修司コレクション 2 ～毒薬物語全詩集～ 寺山　修司 5:47 Ａ

タゴール　人と思想　119 丹羽　京子 7:51

ホイッパーウィル川の伝説

キャシー・
アッペルト,
アリスン・マギー
著
吉井　知代子 訳

5:42

真紅の戦場　最強戦士の誕生
ジェイ・アラン 著
嶋田　洋一 訳

9:46

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

6:23

【９３０　英米文学】

【９１７　箴言．アフォリズム．寸言】

【９１８　作品集】

【９２０　中国文学．その他の東洋文学】
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ティファニーで朝食を
カポーティ 著
龍口　直太郎 訳

8:00

彷徨える艦隊　7　戦艦ドレッドノート
ジャック・
キャンベル 著
月岡　小穂 訳

14:33

魔法の箱　～トモダチがくれた宝物～
ポール・
グリフィン 著
池内　恵 訳

6:41

神の吹かす風　上
シドニィ・
シェルダン 著
天馬　龍行 訳

6:05

神の吹かす風　下
シドニィ・
シェルダン 著
天馬　龍行 訳

9:17

Ｔ．Ｓ．エリオット 人と思想　102 徳永　暢三 9:10

霧のなかの白い犬
アン・ブース 著
杉田　七重 訳
橋　賢亀 絵

5:43

あたらしい名前
ノヴァイオレット・
ブラワヨ 著
谷崎　由依 訳

10:46
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図　　　　　書　　　　　名 著(編)者 時間数 備考

ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室
キャスリーン・
フリン 著
村井　理子 訳

10:42

魔法使いの卵
ダイアナ・
ヘンドリー 作
田中　薫子 訳

4:34

恋するぷにちゃん
ジュリー・
マーフィー 作
橋本　恵 訳

10:48

結婚という名の悲劇
サラ・モーガン 作
新井　ひろみ 訳

6:08

ジャック・リッチーのびっくりパレード
ジャック・
リッチー 著
小鷹　信光 編・訳

9:05

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

5:52

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

6:40

シュトルム　人と思想　103 宮内　芳明 6:34

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

熊と踊れ　上

アンデシュ・
ルースルンド 著
ステファン・
トゥンベリ 著
ヘレンハルメ
美穂 訳
羽根　由 訳

13:50

熊と踊れ　下

アンデシュ・
ルースルンド 著
ステファン・
トゥンベリ 著
ヘレンハルメ
美穂 訳
羽根　由 訳

14:05

サン＝テグジュペリ　人と思想　109 稲垣　直樹 7:29

黄色い雨
フリオ・
リャマサーレス 著
木村　榮一 訳

5:59

【９５０　フランス文学】

【９６０　スペイン文学】
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シネマデイジー図書 

 



図　　　　　書　　　　　名 監督,出演 時間数 備考

銀座の恋の物語
蔵原　惟繕,
石原　裕次郎

1:37

伊豆の踊子
西河　克己,
吉永　小百合 1:31

日本一の色男
古澤　憲吾,
植木　等

1:38

７００　芸術．美術

【７７8　映画】
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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

図書館のアクセシビリティ
～「合理的配慮」の提供へ向けて～

野口　武悟 ほか 12:10

ひとが優しい博物館
～ユニバーサル・ミュージアムの新展開～

広瀬　浩二郎 10:38

思考の整理学 外山　滋比古 8:16

わたしが正義について語るなら やなせ　たかし 3:32

成功と失敗
哲学のおやつ
－１０代からの考えるレッスン－

ブリジット・ラベ
ほか

1:13

０００　総記

【０１０　図書館．図書館学】

【０６０　団体】

１００　哲学

【１４０　心理学】

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

ビジネス会話力検定公式テキスト
石井　典子
ほか

4:05

はじめてふれる
日本の二十四節気・七十二候　3

根本　浩　ほか 1:55

デューラー
デューラー
ほか

1:52

長谷川等伯
長谷川　等伯
ほか

2:19

そらいろ男爵 ジル・ボム　ほか 0:19

松本竣介
松本　竣介
ほか

2:04

モロー モロー　ほか 1:56

【７２０　絵画】

【３３０　経済】

４００　自然科学

【４４０　天文学．宇宙科学】

７００　芸術．美術

３００　社会科学
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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８６回
（平成２９年度）

毎日新聞社
点字毎日

4:21
2枚
組

津軽弁の日　第３０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】
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カセットテープ図書 

 



図　　　　　　書　　　　　　名 著(編)者 巻数 備考

不安にならない技術 和田　秀樹 4

出世侍　４　正直者が損をする 千野　隆司 5

溝猫長屋祠之怪 輪渡　颯介 5

１００　哲学

【１４０　心理学】

９００　文学

【913.6　近代小説】
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点字図書 

 



図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

発信力の育てかた
　～ジャーナリストが教える「伝える」レッスン～

外岡　秀俊 2

「桜井政太郎」顕彰記念誌
　～日本の「視覚障がい者の
　　 ための手で見る博物館」創設者～

「桜井政太郎」
顕彰記念誌編集
委員会

4

五感の哲学　～人生を豊かに生き切るために～ 加藤　博子 3

人生がうまくいく哲学的思考術 白取　春彦 2 Ａ

ワンコイン心理術
　～５００円で人のこころをつかむ心理学～

ＤａｉＧｏ 3

無意識の整え方
　～人生が変わる！身体も心も運命も
　　 なぜかうまく動きだす３０の習慣～

前野　隆司 3

【１４０　心理学】

０００　総記

【０００　総記】

【０４０　一般論文集．一般講演集】

１００　哲学

【１００　哲学】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

たましいの地図　～あなたの運命をひらく～ 江原　啓之 2

九十九怪談　第八夜 木原　浩勝 3

辛酸なめ子と寺井広樹のあの世の歩き方
　～漫画とリポートでめぐる「死後の世界」～

辛酸　なめ子 ほか 2

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
ほか

4

自分の中に孤独を抱け 岡本　太郎 ほか 3

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 3

子や孫にしばられない生き方 河村　都 2

人生が変わる因果の法則 木村　藤子 2 Ａ

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 4

成功は「気にしない人」だけが手に入れる 信長 2

【１５０　倫理学．道徳】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

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 2

斎藤一人物語　エピソード１ 舛岡　はなゑ 2

引き寄せの公式
　～「法則」より確実性＆再現性が高い～

山富　浩司 3

「人生学校」はすばらしい 谷口　清超 2

禅の坊さんもぼやく。そして学ぶ。 永井　宗直 2

自分の休ませ方
　～忙しい毎日が変わるヒント～

枡野　俊明 2

儒学殺人事件　～堀田正俊と徳川綱吉～ 小川　和也 7

鎌倉幕府と朝廷 近藤　成一 5

歴史を味方にしよう 童門　冬二 1

【１６０　宗教】

【１８０　仏教】

２００　歴史

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

マスラオ礼賛 ヤマザキ　マリ 2

戦国武将の辞世　～遺言に秘められた真実～ 加藤　廣 2

苦学一生 淡谷　悠蔵 3 Ａ

僕と母さんの餃子狂詩曲（ラプソディ）
　～東京銀座六丁目～

かずこ 5

自分を信じて 佐藤　初女 ほか 2 Ａ

角さん、ほめられ過ぎですよ！
　～異常人気の「角栄本」の正しい読み方～

中尾　庸蔵 3

無名鬼の妻 山口　弘子 4

京都さんぽ
散歩の達人
ＭＯＯＫ編集部

3

ウズベキスタン日記　～空想料理の故郷へ～ 高山　なおみ ほか 3

ユーコン川を筏で下る 野田　知佑 3

【２８０　伝記】

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

日本人が知らない中国人の不思議な生活 富坂　聡 2

１８歳からの選択
　～社会に出る前に考えておきたい２０のこと～

上木原　弘修 ほか 4

シルバー・デモクラシー
　～戦後世代の覚悟と責任～

寺島　実郎 3

お役人さま、つい本音を語る 廣中　克彦 3

アメリカ人が語るアメリカが隠しておきたい
日本の歴史

マックス・
フォン・シュラー

5

家事事件手続法 3

公認心理師法　発達障害者支援法
成年後見制度の利用の促進に関する法律
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び
家事事件手続法の一部を改正する法律

1

３００　社会科学

【３００　社会科学】

【３１０　政治】

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

社会福祉法　子ども・子育て支援法 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

南海トラフ地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置法
首都直下地震対策特別措置法　他

1

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 3

犯罪被害者白書（概要版）　平成２８年版
国家公安委員会
ほか

1

ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。
　～人権を守る新しいしくみ・国際刑事裁判所～

アムネスティ・インター
ナショナル日本国際
人権法チーム

3

トランプ自伝　～不動産王にビジネスを学ぶ～
ドナルド・トランプ
ほか

7

財務省と大新聞が隠す
本当は世界一の日本経済

上念　司 3

【３３０　経済】

【３４０　財政】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

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 2 Ａ

自分の都合を押しつける人 片田　珠美 2

元刑事が教えるウソと心理の見抜き方 森　透匡 2

だいじょうぶ！親の離婚
　～子どものためのガイドブック～

ケント・
ウインチェスター
ほか

2

ひとり終活　～不安が消える万全の備え～ 小谷　みどり 3

セックスと超高齢社会
　～「老後の性」と向き合う～

坂爪　真吾 3

さらなる定年後のリアル 勢古　浩爾 3

老後のホンネ、幸せなのはどっち？ 辻川　覚志 2

母への１００の質問状 森谷　雄 2

いつかの夏　～名古屋闇サイト殺人事件～ 大崎　善生 5

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

おしゃべりな足指
　～障がい母さんのラブレター～

小山内　美智子
ほか

4

障害者差別解消法医療関係事業者向け
ガイドライン
　～医療分野における事業者が
　　 講ずべき障害を理由とする差別を解消する
　　 ための措置に関する対応指針～

厚生労働省 1

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン
　～福祉分野における事業者が講ずべき障害を
　　 理由とする差別を解消するための措置に
　　 関する対応指針～

厚生労働省 2

福祉行政報告例の概況　平成２７年度

厚生労働省
政策統括官付
参事官付行政報告
統計室

1

高齢社会白書（概要版）　平成２８年版 内閣府政策統括官
（共生社会政策担当）

2

これならわかる〈スッキリ図解〉
障害者差別解消法

二本柳　覚 5

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 ほか 4
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

天才と異才の日本科学史
　～開国からノーベル賞まで、１５０年の軌跡～

後藤　秀機 6

ふるさと植物の不思議 斗沢　栄一 2 Ａ

さわってたのしむどうぶつずかん
　～てんじつきさわるえほん～

ドーリング・
キンダースリー社
編集部 ほか

1

老いない体 寺門　琢己 1

病になる・病が治るということ 山下　剛 3

あきらめなければ、痛みも、麻痺も、必ず治る！ 山元　敏勝 2

脳を守ろう
　～脳梗塞・認知症を予防するために～

岩田　誠 1

アトピーっ子の満足レシピ 境野　米子 2

４００　自然科学

【４７０　植物学】

【４８０　動物学】

【４９０　医学】

【４００　自然科学】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

どんなガンでも、自分で治せる！
　～治った先輩、その方法を教えてください～

川竹　文夫 4

首・肩の頚椎症は自分で治せる！
　～“頭痛”“めまい”“手のしびれ”スッキリ解消～

酒井　慎太郎 2

死体鑑定医の告白 上野　正彦 2

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 2

「糖質制限」その食べ方ではヤセません 大柳　珠美 2

気持ちの片づけ術 笠原　彰 2

すべての疲労は脳が原因　2　～超実践編～ 梶本　修身 3

Ｄｒ中路が語るあおもり県民の健康
　～“短命県返上”の青森から伝えたい！
 　　  平均寿命から読み解く健やか力～

中路　重之 3 Ａ

宇宙への夢、力いっぱい！ 若田　光一 ほか 2

５００　技術．工学

【５３０　機械工学】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

見た目が若いは、武器になる。
～一生劣化せず、今すぐ若返る。
　 禁断の８スキル～

八藤　浩志 2

初女さんのお漬け物 佐藤　初女 1 Ａ

みんなでミートクッキング　3 すこやか食生活協会 1

和食の基本知識　上巻　～知識編～ すこやか食生活協会 1

和食の基本知識　下巻　～レシピ編～ すこやか食生活協会 1

夜ふけのおつまみ スヌ子 2

魔法のアルミホイルレシピ１００ たけだバーベキュー 2

酒呑みに献げる本　続 山本　容朗 4

３日で２キロやせるおいしい塩なしレシピ 吉田　麻子 1

未来へつなぐ食のバトン
　～映画『１００年ごはん』が伝える農業のいま～

大林　千茱萸 2

りんごづくりに生きる 鈴木　喜代春 2 Ａ

【６１０　農業】

【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

広島の木に会いにいく 石田　優子 3

鈴木正治の軌跡　～津軽が生んだ魂の造形～ 工藤　正義 4 Ａ

ちょうどいいくらいのしあわせ　抜粋版 谷内　正遠 ほか 1

ジブリアニメで哲学する
　～世界の見方が変わるヒント～

小川　仁志 2

勝ち続ける組織の作り方
　～青森山田高校サッカー部の名将が明かす
    　指導・教育・育成・改革論～

黒田　剛 2 Ａ

おらほの力士たち　～明治・大正編～ 今　靖行 2 Ａ

たたき上げ　～若の里自伝～ 西岩　忍 3 Ａ

【７８０　スポーツ．体育】

【６５０　林業】

７００　芸術．美術

【７１０　彫刻】

【７３０　版画】

【７７8　映画】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

山下少年物語 羽佐間　聡 3

テレビでは言えない大相撲観戦の極意 舞の海　秀平 2 Ａ

金田一先生のことば学入門 金田一　秀穂 3

＜ラダー・シリーズ　レベル3＞
Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｓｈｅｒｌｏｃｋ　Ｈｏｌｍｅｓ
シャーロック・ホームズの冒険　（ＵＥＢ版）

コナン・ドイル 6

Ｔｈｒｅｅ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｏｆ　Ｆｅａｒ　ａｎｄ　Ｍａｄｎｅｓｓ
エドガー・アラン・ポー傑作短編集　（ＵＥＢ版）

エドガー・アラン・
ポー ほか

3

ハゲ川柳
ツル多はげます会
ほか

1 A

８００　言語

【８１０　日本語】

【８３０　英語】

９００　文学

【９１１　詩歌】
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

建築士・音無薫子の設計ノート　2
あなたの人生、リノベーションします。

逢上　央士 4

復讐の血 相場　英雄 4

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 3

正義のセ
　～ユウズウキカンチンで何が悪い！～

阿川　佐和子 4

花を呑む あさの　あつこ 4

永久囚人　警視庁文書捜査官　2 麻見　和史 5

ひきこもりの弟だった 葦舟　ナツ 4

１４の夜 足立　紳 2

思春期テレパス 天沢　夏月 4

鎮僧師 石持　浅海 4

【９１３．６　近代小説】

《ア～オ》

63



図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

あひる 今村　夏子 1

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 4

日曜劇場小さな巨人　上 丑尾　健太郎 ほか 4

日曜劇場小さな巨人　下 丑尾　健太郎 ほか 4

Ｄの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野　晶午 5

もういない君が猫になって 梅原　満知子 3

小説　ほしのこえ 大場　惑 ほか 2

８３歳、青春はいつでもやってくる
　～今うれしゅうて楽しゅうて～

小河　すみれ 7

敏腕代議士は甘いのがお好き
　～ＣＨＩＤＵＲＵ＆ＭＡＳＡＹＡ～

嘉月　葵 4

空への助走
　～福蜂工業高校運動部～

壁井　ユカコ 5

《カ～コ》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

七四（ナナヨン） 神家　正成 8

神の味噌汁 鬼頭　誠司 5

イサの氾濫 木村　友祐 3 A

野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村　友祐 2 A

欲望狂い咲きストリート 草凪　優 4

２０９号室には知らない子供がいる 櫛木　理宇 4

崇徳院を追いかけて 鯨　統一郎 4

魔女と思い出と赤い目をした女の子
サクラダリセット　2

河野　裕 5

闘う女 小手鞠　るい 3

戦って候　～不屈の武将・山上道牛～ 近衛　竜春 6

夜明けのキスと蜜色の恋 西条　六花 4

《サ～ソ》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

西遊後記　2　芳の巻 斉藤　洋 2

西遊後記　3　河の巻 斉藤　洋 2

日本国有鉄道殺人旅行 斎藤　栄 3

あやかし恋綺譚　～あなたをサイヨウ！の巻～ 佐々木　禎子 3

女のいくさ 佐藤　得二 9

甘い鎖 沢村　のぞみ 3

僕だけがいない街Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｒｅｃｏｒｄ 三部　けい ほか　 3

緋紗子さんには、９つの秘密がある 清水　晴木 4

神様の子守はじめました。　3 霜月　りつ 3

闇に香る嘘 下村　敦史 6

さよならの神様 鈴森　丹子 3

雪の朝 高倉　やえ 3

《タ～ト》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

スイミングスクール 高橋　弘希 2 Ａ

お手がみください 髙森　美由紀 3 A

ケンガイにっ！ 髙森　美由紀 ほか 2 A

だがしょ屋ペーパーバック物語 竹内　真 4

囲碁殺人事件 竹本　健治 4

龍宮の鍵 田中　経一 5

世界一ありふれた答え 谷川　直子 2

東奥文学賞大賞作品　第４回　健やかな一日 田辺　典忠 1 Ａ

ウエディングドレス　～おしあわせに～ 玉岡　かおる 4

恋糸ほぐし　～花簪職人四季覚～ 田牧　大和 4

入り婿侍商い帖  出仕秘命　1 千野　隆司 4

出世侍　3　昨日の敵は今日も敵 千野　隆司 3
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

曼陀羅の人　上　～空海求法伝～ 陳　舜臣 5

曼陀羅の人　下　～空海求法伝～ 陳　舜臣 6

世界の涯ての夏 つかい　まこと 3

籠の鸚鵡 辻原　登 5

スローダンサー　生活安全課０係　4 富樫　倫太郎 4

なんにもできなかったとり 刀根　里衣 1

＜内科・オバケ科ホオズキ医院＞
　タヌキ御殿の大そうどう

富安　陽子 1

晴れ着のゆくえ 中川　なをみ 2

３＋６の夏　～ひろしま、あの子はだあれ～ 中澤　晶子 1

冥途あり 長野　まゆみ 3

《ナ～ノ》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

掟上今日子の家計簿　忘却探偵シリーズ　7 西尾　維新 3

掟上今日子の旅行記　忘却探偵シリーズ　8 西尾　維新 3

黄金番組殺人事件 西村　京太郎 5

十津川警部　姨捨駅の証人 西村　京太郎 4

一○一教室 似鳥　鶏 5

家庭用事件 似鳥　鶏 4

成功者Ｋ 羽田　圭介 5

墨龍賦 葉室　麟 4

文豪山怪奇譚　～山の怪談名作選～ 東　雅夫 3

肝っ玉かあさん 平岩　弓枝 4

倒叙の四季　～破られたトリック～ 深水　黎一郎 4

海賊同心、参る！ 福原　俊彦 3

《ハ～ホ》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

六十万石の罠　旗本三兄弟事件帖　3 藤　水名子 3

殺意の対談 藤崎　翔 6

ブチ熊 藤田　博保 ほか 2 A

おせっかい屋のお鈴さん 堀川　アサコ 4 A

三人の大叔母と幽霊屋敷 堀川　アサコ 5 A

イアリー　見えない顔 前川　裕 5

サヨナラ、おかえり。 牧野　修 3

私が失敗した理由は 真梨　幸子 5

漂う子 丸山　正樹 4

燈火 三浦　哲郎 3 Ａ

裏捜査 南　英男 5

帝国の女 宮木　あや子 3

《マ～モ》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

俗・偽恋愛小説家 森　晶麿 4

人魚姫の椅子 森　晶麿 4

狼領主のお嬢様 守野　伊音 ほか 3

解決人 両角　長彦 3

なぞなぞうさぎのふしぎなとびら やえがし　なおこ 1

トコとミコ 山口　恵以子 4

猫曰く、エスパー課長は役に立たない。 山口　幸三郎 4

大江戸科学捜査 八丁堀のおゆう　3 山本　巧次 5

翼を持つ少女　～ＢＩＳビブリオバトル部～ 山本　弘 7

深川の風　～昭和の情話それぞれに～ 吉川　潮 3

キメラの刻印　警察庁α特務班　4 六道　慧 5

《ヤ～ヨ》

《ラ～ロ》
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図　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　　名 著　者　名 冊数 備考

万引き老女の恋 和田　昇栄 1

溝猫長屋祠之怪 輪渡　颯介 3

夢の猫　古道具屋皆塵堂　7 輪渡　颯介 4

エッセイの贈りもの　3
　～『図書』１９３８－１９９８～

岩波書店編集部 4

人生の踏絵 遠藤　周作 3

ニッポン線路つたい歩き 久住　昌之 2

おッ！見えた、目ん玉が！
　～八十路の入院体験記～

佐藤　きむ 1 Ａ

夢の歌から 津島　佑子 5 Ａ

不良妻権 土屋　賢二 3

「マコトよりウソ」の法則 外山　滋比古 2

自閉症のうた 東田　直樹 2

《ワ》

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

管見妄語　できすぎた話 藤原　正彦 3

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 2 A

鳥肌が 穂村　弘 2

うちのバッチャ　2　～８８歳快進撃～ 山田　スイッチ 2 Ａ

ヨルダン難民救援への旅 小山内　美江子 2

ママ、死にたいなら死んでもいいよ
　～娘のひと言から私の新しい人生が始まった～

岸田　ひろ実 2

ひとりではじめたアフリカボランティア
　～渋谷ギャル店員～

栗山　さやか 2

ことだま百選
東京都杉並区立
天沼中学校

2

恵恵　日中の海を越えた愛 恵恵 ほか 5

人生を変えてくれたペンギン
　～海辺で君を見つけた日～

トム・ミッチェル ほか 4

【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

機は熟せり　上　クリフトン年代記　第６部
ジェフリー・
アーチャー 著
戸田　裕之 訳

5

機は熟せり　下　クリフトン年代記　第６部
ジェフリー・
アーチャー 著
戸田　裕之 訳

5

ジャングル・ブック
ラドヤード
・キプリング作
三辺　律子 訳

4

魔法の箱　～トモダチがくれた宝物～ ポール・グリフィン 著
池内　恵 訳

3

自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで
イド・ケダー 著
入江　真佐子 訳

2

血族　下
シドニィ・シェルダン 著
天馬　龍行 訳
紀　泰隆 訳

4

あたし、アンバー・ブラウン！
ポーラ・ダンジガー 作
若林　千鶴 訳

1

エベレスト・ファイル　～シェルパたちの山～
マット・ディキンソン著
原田　勝 訳

4

さよならのドライブ
ロディ・ドイル著
こだま　ともこ 訳

3

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

美食と嘘と、ニューヨーク
　～おいしいもののためなら、何でもするわ～

ジェシカ・トム 著
小西　敦子 訳

6

渇きと偽り
ジェイン・ハーパー 著
青木　創 訳

6

そのお鍋、押収します！　秘密のお料理代行　1
ジュリア・バックレイ 著
上条　ひろみ 訳

5

最後のゲーム
ホリー・ブラック 作
千葉　茂樹 訳

3

ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室
キャスリーン・フリン 著
村井　理子 訳

4

恋するぷにちゃん
ジュリー・マーフィー 作
橋本　恵 訳

5

アキンボと毒ヘビ
アレグザンダー・
マコール・スミス 作
もりうち　すみこ 訳

1

世界一の三人きょうだい
グードルン・メプス作
はたさわ　ゆうこ 訳

1

黄色い雨
フリオ
・リャマサーレス著
木村　榮一 訳

3

【９６０　スペイン文学】

【９４０　ドイツ文学】
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