
点字図書館「明生会館」　平成２６年度登録　点字図書目録

（平成２６年４月から平成２７年３月蔵書分）

はじめに
この目録は、差し上げますので利用者のお手元で、ご活用下さい。

テープ版・ＣＤ版の目録もございます。ご希望の方は、当館までご連絡ください。

凡例

1.小説・その他で図書を分類しました。並びは著者の五十音順です。

2.記載順序は、書名・著者名・冊数です。

点字図書を利用なさる皆様へ

1.リクエストは手紙または、電話、メールにてご連絡下さい。
　電話　０５３２‐５２‐２６１４
　メール　asv60960@siren.ocn.ne.jp

　返却の際、墨字で書かれた手紙を同封しないようにして下さい。（点字は可）

　貸し出し期間は往復日数を除き、２週間以内です。

　リクエストなさる際は、在住の市区町村名、ご自分のお名前をお伝え下さい。

2.利用なさる場合の注意

　（１）飲食、喫煙しながらの、ご利用はご遠慮下さい。

　（２）貸出期間を延長される場合はご連絡下さい。

　（３）登録された住所、氏名、電話番号などに変更があった場合はご連絡下さい。

著者名 著者名よみ 書名 書名よみ 冊数

相場英雄 あいばひでお 震える牛 ふるえるうし 8

浅田次郎 あさだじろう 一刀斎無録（上） いっとうさいむろく　じょう 7

浅田次郎 あさだじろう 一刀斎無録（下） いっとうさいむろく　げ 8
あさのあつこ あさのあつこ 燦(５)　氷の刃 さん　５　こおりのやいば 3
あさのあつこ あさのあつこ 夢うつつ ゆめうつつ 3
有川浩 ありかわひろ ヒアカムズザサン ひあかむずざさん 4
池井戸潤 いけいどじゅん 下町ロケット したまちろけっと 8

内田康夫 うちだやすお 崇徳伝説殺人事件
すとくでんせつさつじんじけ
ん

7

内田康夫 うちだやすお 江田島殺人事件 えたじまさつじんじけん 5

点字図書目録

小説



逢坂剛 おうさかごう 百舌の叫ぶ夜 もずのさけぶよる 8

逢坂剛 おうさかごう 砕かれた鍵 くだかれたかぎ 8

逢坂剛 おうさかごう 幻の翼 まぼろしのつばさ 7

大石直紀　ほか おおいなおき ほか 深夜食堂 しんやしょくどう 3

大島真寿実 おおしまますみ ピエタ ぴえた 6
小川糸 おがわいと あつあつを召し上がれ あつあつをめしあがれ 2
奥田秀朗 おくだひでお 我が家の問題 わがやのもんだい 4

海堂尊 かいどうたける ケルベロスの肖像 けるべろすのしょうぞう 8

角田光代 かくたみつよ ツリーハウス つりーはうす 8

木皿泉 きざらいずみ 昨夜のカレー、明日のパン
ゆうべのかれー、あしたの
ぱん

4

木谷恭介 こたにきょうすけ 菜の花幻想殺人事件
なのはなげんそうさつじんじ
けん

5

近藤史恵 こんどうふみえ タルトタタンの夢 たるとたたんのゆめ 4

今野敏 こんのびん 殺人ライセンス さつじんらいせんす 6

朔立木 さくたつき 終の信託 ついのしんたく 4

重松清 しげまつきよし あすなろ三三七拍子（上）
あすなろさんさんななびょう
し　じょう

5

重松清 しげまつきよし あすなろ三三七拍子（下）
あすなろさんさんななびょう
し　げ

5

真保裕一 しんぽゆういち ブルーゴールド ぶるーごーるど 8
梨木香歩 なしきかほ 家守綺譚 いえもりきたん 3

西村京太郎 にしむらきょうたろう Ｌ特急やくも殺人事件
えるとっきゅうやくもさつじん
じけん

4

西村京太郎 にしむらきょうたろう 南伊豆殺人事件 みなみいずさつじんじけん 4

貫井徳郎 ぬくいとくろう 乱反射 らんはんしゃ 10

浜口倫太郎 はまぐちりんたろう もういっぺん もういっぺん 6
葉室麟 はむろりん 銀漢の賦 ぎんかんのふ 5
東野圭吾 ひがしのけいご 夢幻花 むげんばな 7

姫野カオルコ ひめのかおるこ 結婚は人生の墓場か？
けっこんはじんせいのはか
ばか

5

福井晴敏 ふくいはるとし 人類資金５ じんるいしきん　５ 4
福井晴敏 ふくいはるとし 人類資金６ じんるいしきん　６ 4
万城目学 まきめまなぶ プリンセス・トヨトミ ぷりんせすとよとみ 10
松井今朝子 まついけさこ そろそろ旅に そろそろたびに 9

真山仁 まやまじん ベイジン（上） べいじん　じょう 6

真山仁 まやまじん ベイジン（下） べいじん　げ 6

三浦しをん みうらしおん 風が強く吹いている かぜがつよくふいている 12



宮部みゆき みやべみゆき ソロモンの偽証　第２部決意
そろもんのぎしょう　だい２ぶ
けつい

16

宮部みゆき みやべみゆき ソロモンの偽証　第３部法廷
そろもんのぎしょう　だい３ぶ
ほうてい

16

宮部みゆき みやべみゆき 小暮写真館（上） こぐれしゃしんかん　じょう 7

宮部みゆき みやべみゆき 小暮写真館（下） こぐれしゃしんかん　げ 8

宮部みゆき みやべみゆき 桜ほうさら さくらほうさら 12

宮部みゆき みやべみゆき お文の影 おふみのかげ 6

宮部みゆき みやべみゆき おまえさん（上） おまえさん　じょう 10

宮部みゆき みやべみゆき おまえさん（下） おまえさん　げ 10

村上龍 むらかみりゅう ５５歳からのハローライフ ５５さいからのはろーらいふ 6

群ようこ むれようこ かもめ食堂 かもめしょくどう 3

森絵都 もりえと この女 このおんな 5

森村誠一 もりむらせいいち 月光の刺客 げっこうのしきゃく 6

柚木麻子 ゆずきあさこ ランチのアッコちゃん らんちのあっこちゃん 3

連城三紀彦 れんじょうみきひこ 造花の密（上） ぞうかのみつ　じょう 5

連城三紀彦 れんじょうみきひこ 造花の密（下） ぞうかのみつ　げ 6

安西水丸 あんざいみずまる ちいさな城下町 ちいさなじょうかまち 4
忌野清志郎 いまわのきよしろう 瀕死の双六問屋 ひんしのすごろくどんや 3

ＮＨＫドラマ制作班
えぬえいちけーどらませ
いさくはん

ごちそうさんレシピブック ごちそうさんれしぴぶっく 2

その他



ＮＨＫドラマ制作班
えぬえいちけーどらませ
いさくはん

ごちそうさんレシピブック２ ごちそうさんれしぴぶっく　２ 2

小川洋子 おがわようこ 科学の扉をノックする かがくのとびらをのっくする 3
京都ライトハウス
情報制作センター

きょうとらいとはうすじょ
うほうせいさくせんたー

富士さんぽ ふじさんぽ 3

京都ライトハウス
情報制作センター

きょうとらいとはうすじょ
うほうせいさくせんたー

Good・洛　第49号　2014年春
ぐっとらく　だい４９ごう　２０
１４ねんはる

1

京都ライトハウス
情報制作センター

きょうとらいとはうすじょ
うほうせいさくせんたー

Good・洛　第50号　2014年夏
ぐっとらく　だい５０ごう　２０
１４ねんなつ

1

京都ライトハウス
情報制作センター

きょうとらいとはうすじょ
うほうせいさくせんたー

Good・洛　第51号　2014年秋
ぐっとらく　だい５１ごう　２０
１４ねんあき

1

京都ライトハウス
情報制作センター

きょうとらいとはうすじょ
うほうせいさくせんたー

Good・洛　第52号　2014年冬
ぐっとらく　だい５２ごう　２０
１４ねんふゆ

1

桐谷広人 きりたにひろと 桐谷さんの株主優待ライフ
きりたにさんのかぶぬしゆう
たいらいふ

1

週刊朝日編集部
しゅうかんあさひへん
しゅうぶ

司馬遼太郎の描く異才１　空海、
義経、武蔵、家康

しばりょうたろうのえがくいさ
い１　くうかい、よしつね、む
さし、いえやす

4

週刊朝日編集部
しゅうかんあさひへん
しゅうぶ

司馬遼太郎の描く異才２　高田屋
嘉兵衛、千葉周作、江藤新平

しばりょうたろうのえがくいさ
い２　たかだやかへい、ちば
しゅうさく、えとうしんぺい

4

宗田理　ほか そうだおさむ　ほか
「いい病院」への挑戦　患者のため
にできること

いいびょういんへのちょうせ
ん　かんじゃのためにできる
こと

4

高橋咲太郎 たかはしさきたろう
ブラック会社で出会ったモンスター
社員たち　ブラック会社の法務部
員が明かす

ぶらっくがいしゃでであった
もんすたーしゃいんたち　ぶ
らっくがいしゃのほうむぶい
んがあかす

4

田中理恵子 たなかりえこ
平成幸福論ノート　変容する社会と
「安定志向の罠」

へいせいこうふくろんのーと
へんようするしゃかいとあん
ていしこうのわな

4

頓所直人　ほか とんしょなおと　ほか 笑う、避難所 わらう、ひなんじょ 2
内藤昌康 ないとうまさやす 浜道紀行 はまみちきこう 4

永井路子 ながいみちこ 戦国おんな絵巻　歴史よもやま話
せんごくおんなえまき　れき
しよもやまばなし

4

永井路子 ながいみちこ 歴史をさわがせた女たち　庶民篇
れきしをさわがせたおんなた
ち　しょみんへん

4

永井路子 ながいみちこ 歴史をさわがせた女たち　日本篇
れきしをさわがせたおんなた
ち　にほんへん

5

永井路子 ながいみちこ 歴史をさわがせた女たち　外国篇
れきしをさわがせたおんなた
ち　がいこくへん

5

林田琢二 はやしだたくじ ぴあ豊橋豊川食本
ぴあとよはしとよかわしょく
ぼん

3

春夏秋冬叢書
はるなつあきふゆそう
しょ

私鉄沿線 してつえんせん 4

春夏秋冬叢書
はるなつあきふゆそう
しょ

豊川物語 とよがわものがたり 3

春夏秋冬叢書
はるなつあきふゆそう
しょ

街道を歩く かいどうをあるく 3

春夏秋冬叢書
はるなつあきふゆそう
しょ

戦争の記憶 せんそうのきおく 4

広瀬隆 ひろせたかし こういうこと。終わらない原発事故
こういうこと。おわらないげん
ぱつじこ

2

（おわり）
発行　点字図書館「明生会館」
郵便番号　440-0874



愛知県豊橋市東松山町37番地
電話番号　0532-52-2614
メール　asv60960@siren.ocn.ne.jp

点字図書館「明生会館」　平成２６年度　録音図書目録
（平成２６年４月から平成２７年３月蔵書分）

はじめに
この目録は、差し上げますので利用者のお手元で、ご活用下さい。
点字版の目録もございます。ご希望の方は、当館までご連絡ください。

凡例
1.小説・その他で図書を分類しました。並びは著者の五十音順です。
2.CD版、テープ版両方ある図書を先に挙げ、
　後にCD版のみの図書は「CDのみ」、テープ版のみの図書は「テープのみ」と分けて記載しております。
3.記載順序は、書名・著者名です。

録音図書を利用なさる皆様へ
1.リクエストは手紙または、電話、メールにてご連絡下さい。
　電話　０５３２‐５２‐２６１４
　メール　asv60960@siren.ocn.ne.jp
　返却の際、墨字で書かれた手紙を同封しないようにして下さい。（点字は可）
　貸し出し期間は往復日数を除き、２週間以内です。
　リクエストなさる際は、在住の市区町村名、ご自分のお名前をお伝え下さい。
2.利用なさる場合の注意
　（１）飲食、喫煙しながらの、ご利用はご遠慮下さい。
　（２）貸出期間を延長される場合はご連絡下さい。
　（３）登録された住所、氏名、電話番号などに変更があった場合はご連絡下さい。
　（４）テープを聞き終わったら、巻戻し、早送りをして、次の方がＡ面の最初から聞ける状態にしてお返しください。
　（５）テープが切れていたり、声が出なかったりした場合は、輪ゴムをかけるなどわかるようにしてお返しください。

ＣＤの取り扱いについてのご注意
　ＣＤは非常に傷つきやすいディスクです。いったん傷がつきますと、読み込み不良
　となり、音が飛んだり、場合によっては聞くこともできなくなってしまいます。
　以下のことに注意してご利用下さい。
　・データの入っている面をさわったり、こすったりしないで下さい。
　・ＣＤを直接持つときは、中央の穴の開いている部分と外側を指で挟むようにして、
　　データの入っている面に触れないようにして下さい。
　・また、凹凸があるような傷つきやすい場所、
　　汚れた場所、日のあたる場所、暖房器具の近くなどに置いたりしないで下さい。
　・読み込み不良、音飛び、破損があった場合は、ご連絡ください。

著者名よみ 著者名 書名よみ 書名

あおいうえたか 蒼井上鷹 ろすたいむになぞときを ロスタイムに謎解きを
あかがわじろう 赤川次郎 かわりもののきせつ 変りものの季節
あかがわじろう 赤川次郎 てくびのもんだい 手首の問題

あずまなおみ 東　直己
ばーにかかってきたでんわ　すす
きのたんていしりーず

バーにかかってきた電話
ススキノ探偵シリーズ

あまたくおん 数多久遠 れいめいのふえ 黎明の笛
いいだゆきこ 飯田雪子 なつぞらに、きみとみたゆめ 夏空に、きみと見た夢
いかりうひと　ほか 碇卯人　ほか あいぼう　しーずんわん 相棒　ｓｅａｓｏｎ １
いさかこうたろう 伊坂幸太郎 しゅうまつのふーる 終末のフール
いしいしんじ いしいしんじ あるいちにち ある一日
いちかわたくじ 市川拓司 そのときはかれによろしく そのときは彼によろしく

CD・テープ

録音図書目録

小説



いとうけいいち 伊藤桂一
みょうかくにのじゅじゅつ　かざぐる
まのはまきちとりものつづり

妙覚尼の呪術　風車の浜
吉・捕物綴

うえだひでと 上田秀人
ちょうきうらおもて　めかけやちゅう
べえおんなちょうめん５

寵姫裏表

うちだやすお 内田康夫 にっこうさつじんじけん 日光殺人事件
うちだやすお 内田康夫 ふぃなーれのないさつじん 終幕のない殺人
でびっどえあー デビッド・エアー ふゅーりー フューリー
おおいしなおき 大石直紀 しんやしょくどう 深夜食堂
おおたけさとし 大竹聡 れもんさわー レモンサワー
きたはらあいこ 北原亞以子 えどふうきょうでん 江戸風狂伝
きみづかりょういち 君塚良一 おどるだいそうさせん 踊る大捜査線
きみづかりょういち 君塚良一 おどるだいそうさせんすぺしゃる 踊る大捜査線スペシャル

くらさかきいちろう 倉阪鬼一郎
かいうんせいろ　にんじょうどころ
ふかがわやぶなみ

開運せいろ　人情処　深川
やぶ浪

まいくこーがん マイク・コーガン とっぷがん トップガン
だんごーどん ダン・ゴードン わいあっとあーぷ ワイアット・アープ
こしみずやすひろ 輿水泰弘 あいぼう　しーずんわん 相棒　season　１
こんのびん 今野敏 てんめい　いんぺいそうさ４ 転迷　隠蔽捜査４
こんのびん 今野敏 ういじん　いんぺいそうさ３ 初陣　隠蔽捜査３．５

こんのびん 今野敏
かげろう　とうきょうわんりんかい
しょあづみはん

陽炎　東京湾臨海署安積班

こんのびん 今野敏
はんげしょう　とうきょうわんりんか
いしょあづみはん

半夏生　東京湾臨海署安積
班

こんのびん 今野敏 ほうらい 蓬莱

さえきやすひで 佐伯泰英
ゆしまのわな　いねむりいわねえ
どぞうし４４

湯島ノ罠　居眠り磐音江戸
双紙４４

さえきやすひで 佐伯泰英
うつせみのねん　いねむりいわね
えどぞうし４５

空蝉ノ念　居眠り磐音江戸
双紙４５

さえきやすひで 佐伯泰英
ゆみはりのつき　いねむりいわね
えどぞうし４６

弓張ノ月　居眠り磐音江戸
双紙４６

さそうようこ 笹生陽子 ぼくらのさいてーのなつ ぼくらのサイテーの夏

さわだふじこ 澤田ふじ子
せけんのつじ　くじやどじけんかき
とめちょう１４

世間の辻　公事宿事件書留
帳１４

さわだふじこ 澤田ふじ子
ぜげんのくよう　くじやどじけんかき
とめちょう１５

女衒の供養　公事宿事件書
留帳 １５

さわだふじこ 澤田ふじ子
せんぼんあまがさ　くじやどじけん
かきとめちょう１６

千本雨傘　公事宿事件書留
帳１６

さわだふじこ 澤田ふじ子
とおいつばき　くじやどじけんかき
とめちょう１７

遠い椿　公事宿事件書留帳
１７

さわだふじこ 澤田ふじ子 はぎくのつゆ　じょう 葉菊の露　上
さわだふじこ 澤田ふじ子 はぎくのつゆ　げ 葉菊の露　下
しげまつきよし 重松清 かかしのなつやすみ カカシの夏休み
しばきよしこ 芝木好子 ぐんじょうのうみ 群青の湖
しばきよしこ 芝木好子 ふゆのつばき 冬の椿
つじひとなり 辻　仁成 ２８こうねんのきぼう 二十八光年の希望
ときわしんぺい 常盤新平 せいるかがい、ろくがつのあめ 聖ルカ街、六月の雨
なかじまたいこ 中島たい子 かんぽうしょうせつ 漢方小説
なすだじゅん 那須田淳 ほしぞらろっく 星空ロック
にきひでゆき 仁木英之 はくひのこい　ぼくぼくせんせい 薄妃の恋　僕僕先生
にしむらきょうたろ 西村京太郎 ジェーアールしゅうゆうさつじんじ JR周遊殺人事件
にしむらきょうたろ 西村京太郎 みなみいずさつじんじけん 南伊豆殺人事件
にしむらきょうたろ
う

西村京太郎
きょうあくなまち　しりつたんていさ
もんじすすむ

兇悪な街　私立探偵左文字
進

のなみあさ 乃南アサ
わらうやみ　おんなけいじ　おとみ
ちたかこ

嗤う闇　女刑事　音道貴子

はたのともみ 畑野智美 うみのみえるまち 海の見える街
はまだふみひと 浜田文人 こうあんそうさ 公安捜査
はまだふみひと 浜田文人 こうあんそうさ２　やみのりけん 公安捜査２　闇の利権
はまだふみひと 浜田文人 こうあんそうさ３　きたのぼうりゃく 公安捜３　北の謀略
はまだふみひと 浜田文人 しんこうあんそうさ１ 新公安捜査１



はまだふみひと 浜田文人 しんこうあんそうさ２ 新公安捜査２
はまだふみひと 浜田文人 しんこうあんそうさ３ 新公安捜査３
ろばーとびーぱー
かー

ロバート・Ｂ・パーカー しょしゅう　すぺんさーしりーず 初秋　スペンサー・シリーズ

ひがしのけいご 東野圭吾 ますかれーどいぶ マスカレード・イブ
ひゃくたなおき 百田尚樹 えいえんのぜろ 永遠の０
ひらいわゆみえ 平岩弓枝 たそがれえどぼしょく たそがれ江戸暮色
ほさかかずし 保阪和志 かんばせいしょんぴーす カンバセイション・ピース
ほんだたかよし 本多孝好 まよなかの５ふんまえ　さいどえー 真夜中の５分前　ｓｉｄｅ-Ａ
ほんだたかよし 本多孝好 まよなかの５ふんまえ　さいどびー 真夜中の５分前　ｓｉｄｅ-Ｂ
ほんだてつや 誉田哲也 どんなびあんか ドンナビアンカ
みうらあやこ 三浦綾子 ひろきめいろ 広き迷路
みなみひでお 南英男 ゆうげきけいし 遊撃警視
むろづみひかる 室積光 こもりせいかつこうじょうくらぶ 小森生活向上クラブ
もりむらせいいち 森村誠一 はけんしかく 派遣刺客
すてぃーぶんもる
すたっど

スティーブン・モルスタッ
ド

ごじら ゴジラ

よこやまひでお 横山秀夫 ろくよん ６４（ろくよん）
よこやまひでお 横山秀夫 くらいまーずはい クライマーズ・ハイ
よこやまひでお 横山秀夫 かお　ふぇいす 顔　FACE

あさだじろう 浅田次郎 いえい 遺影
あさだじろう 浅田次郎 しゅーしゃいんぼーい シューシャインボーイ
あさだじろう 浅田次郎 つきしまぼじょう 月島慕情
あさだじろう 浅田次郎 ひなのはな 雛の花
あさだじろう 浅田次郎 ひなまつり ひなまつり
ありかわひろ 有川　浩 れいんつりーのくに レインツリーの国
いのうえようこ 井上よう子 どこかいきのばす どこかいきのバス
おおつかあつこ 大塚篤子 ともだちは、さてぃー ともだちは、サティー！
かがわのりこ 香川宜子 あべまりあのばいおりん アヴェ・マリアのヴァイオリン
ぱとりしああいりー
ぎふ

パトリシア・ライリー・ギ
フ

かたりつぐもの 語りつぐ者

つじひとなり 辻　仁成 だいひつや 代筆屋

はんなしょっと ハンナ・ショット
ただいままらんぐむら　たんざにあ
のおとこのこのおはなし

ただいま！マラング村　タン
ザニアの男の子のお話

でくねたつろう 出久根達郎 おしょもつどうしんにっき 御書物同心日記
でくねたつろう 出久根達郎 ひが　おしょもつどうしんにっき２ 秘画　御書物同心日記２
でくねたつろう 出久根達郎 むしひめ　おしょもつどうしんにっき 虫姫　御書物同心日記３

こなんどいる コナン・ドイル
ひいろのけんきゅう　めいさくみす
てりー　しゃーろっくほーむず

緋色の研究　名作ミステリー
シャーロック・ホームズ

こなんどいる コナン・ドイル
よっつのしょめい　めいさくみすて
りー　しゃーろっくほーむず

四つの署名　名作ミステリー
シャーロック・ホームズ

こなんどいる コナン・ドイル
あかげくみあい　めいさくみすて
りー　しゃーろっくほーむず

赤髪組合　名作ミステリー
シャーロック・ホームズ

こなんどいる コナン・ドイル
あおいがーねっと　めいさくみすて
りー　しゃーろっくほーむず

青いガーネット　名作ミステ
リー　シャーロック・ホームズ

こなんどいる コナン・ドイル
まだらのひも　めいさくみすてりー
しゃーろっくほーむず

まだらの紐　名作ミステリー
シャーロック・ホームズ

こなんどいる コナン・ドイル
むっつのなぽれおん　めいさくみす
てりー　しゃーろっくほーむず

六つのナポレオン　名作ミス
テリー　シャーロック・ホーム

こなんどいる コナン・ドイル
きょうふのたに　めいさくみすて
りー　しゃーろっくほーむず

恐怖の谷　名作ミステリー
シャーロック・ホームズ

にしかわみわ 西川美和
そのひとうきょうえき５じ２５ふんは
つ

その日東京駅五時二十五分
発

はしもんど 羽死主水
せんぜんたんていしょうせつよにん
しゅう

戦前探偵小説四人集

ふくだたかひろ 福田隆浩 ふたり ふたり
まいけるうぃりあむ マイケル・ウィリアム ろじょうのすとらいかー 路上のストライカー
まいけるもーぱー マイケル・モーパーゴ ときをつなぐおもちゃのいぬ 時をつなぐおもちゃの犬

CDのみ

その他



いいだひろひさ 飯田裕久
うらをみとおすぎじゅつ　かちたい
あなたにささげるけいじのまるひ
じょうほうしゅうしゅうほう

「裏」を見通す技術　勝ちた
いあなたに捧げる刑事の
「㊙情報収集法」

おおしかやすあき 大鹿靖明
めるとだうん　どきゅめんとふくしま
だいいちげんぱつじこ

メルトダウン　ドキュメント福
島第一原発事故

おおたひかり 太田光 ぱられるなせいきへのちょうやく パラレルな世紀への跳躍
おおのさらさ 大野更紗 しゃばはつらいよ シャバはつらいよ
おかもとしげあき 岡本重明 でんちゅうはっさく 田中八策
おさないみえこ 小山内美江子 きんぱちごろく１ 金八語録１

かどたりゅうしょう 門田隆将
おおかみのきばをおれ　しじょうさ
いだいのばくはてろにいどんだけ
いしちょうこうあんぶ

狼の牙を折れ　史上最大の
爆破テロに挑んだ警視庁公
安部

きうちみのる 城内実 せいじかのうらじじょう 政治家の裏事情

きりたにひろと 桐谷広人
きりたにさんのかぶぬしゆうたいら
いふ

桐谷さんの株主優待ライフ

くさかべよう 久坂部羊
だいがくびょういんのうらははかば
いがくぶがかんじゃをころす

大学病院のウラは墓場　医
学部が患者を殺す

くめかずまさ 久米一正 ひとをたばねる 人を束ねる

こばやしきよし 小林潔
しろいこなのゆうわく　まやくじーめ
んとりものちょう

白い粉の誘惑　麻薬Ｇメン
捕物帖

こんのびん 今野敏 あづみはんどくほん 安積班読本

さいとうたかし 齋藤孝
つぶやくじだいにあえてさけぶ
いっしゅんでかわれることばのす
いっち１２

「つぶやく」時代にあえて「叫
ぶ」　一瞬で変われる言葉の
スイッチ12

しまむらなつ 島村菜津
えくそしすときゅうぼ　なぜげんだ
いじんがあくまばらいをもとめるの

エクソシスト急募　なぜ現代
人が「悪魔祓い」を求めるの

しらはまりゅうたろ
う

白濱龍太郎
びょうきをなおしたければすいみん
をかえなさい

病気を治したければ「睡眠」
を変えなさい

たきいひろおみ 瀧井宏臣
だんとつぎじゅつ　にほんをささえ
るせかいしぇあ８わり

ダントツ技術　日本を支える
「世界シェア８割」

たけだくにひこ 武田邦彦
ぎぜんえころじー　かんきょうせい
かつがちきゅうをはかいする

偽善エコロジー　「環境生
活」が地球を破壊する

たなべせいこ 田辺聖子 なにわのゆうなぎ なにわの夕なぎ

てぃせんせい てぃ先生
ほぉ・・・、ここがちきゅうのほいくえ
んか

ほぉ…、ここがちきゅうのほ
いくえんか

ながおかみえこ 長岡三重子
わたしは１００さい　せかいさいこう
のげんえきすいまー

私は、１００歳　世界最高の
現役スイマー

びせてつひろ 備瀬哲弘
せいしんかいーあーる　かぎのな
いしんさつしつ

精神科ＥＲ　鍵のない診察
室

ほさかまさやす 保阪正康
てんのう　くんしゅのちち、みんしゅ
のこ

天皇　「君主」の父、「民主」
の子

ほりいけんいちろう 堀井憲一郎 らくごのくにからのぞいてみれば 落語の国からのぞいてみれ
ますのしゅんみょう 枡野俊明 じんせいのくすりばこ 人生のくすり箱
まにわのりこ 間庭典子 はしればじんせいみえてくる 走れば人生見えてくる

もぎけんいちろう 茂木健一郎
もぎけんいちろうののうがときめく
ことばのまほう

茂木健一郎の脳がときめく
言葉の魔法

わかさけいいち 若狭敬一 さんどらのどらごんずろん サンドラのドラゴンズ論

いのうえひろよし 井上浩義
ここまでわかったぴーえむ２．５ほ
んとうのきょうふ　なぞのぶっしつ
をかがくする

ここまでわかったＰＭ２．５本
当の恐怖　謎の物質を科学
する

いまいけいすけ 今井恵介 てつどうひとりたびにゅうもん 鉄道ひとり旅入門
おうせいじん 汪正仁 とうよういがくのしんずい 東洋医学の真髄

おおばゆういち 大場裕一
ほたるのひかりは、なぞだらけ　ひ
かるいきものをめぐるみじかなだい
ぼうけん

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

かわにしまさあき 川西政明
しんにほんぶんだんし　だい６かん
ぶんしのせんそう、にほんとあじあ

新・日本文壇史　第6巻　文
士の戦争、日本とアジア

ＣＤ・テープ

ＣＤのみ



かわにしまさあき 川西政明
しんにほんぶんだんし　だい７かん
せんごぶんがくのたんじょう

新・日本文壇史　第7巻　戦
後文学の誕生

かわにしまさあき 川西政明
しんにほんぶんだんし　だい９かん
たいしゅうぶんがくのきょしょうたち

新・日本文壇史　第9巻　大
衆文学の巨匠たち

かわにしまさあき 川西政明
しんにほんぶんだんし　だい１０か
ん　にほんぶんがくからせかいぶ
んがくへ

新・日本文壇史　第10巻　日
本文学から世界文学へ

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう１

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集１

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう２

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集２

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう３

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集３

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう４

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集４

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう５

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集５

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう６

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集６

きょうやまこうしわ
か

京山幸枝若
きょうやまこうしわか　おはこ　あい
づのこてつぜんしゅう７

京山幸枝若・十八番　会津
の小鉄全集７

くろさわひさし 黒沢尚
またたてるまたあるけるねたきりの
ひとでもできるあしこしたいそう

また立てる・また歩ける寝た
きりの人でもできる「足腰体

ふれでぃごずらん
ほか

フレディ・ゴズラン　ほか
ちょうこうしがかたるこうりょうしょく
ぶつのずかん

調香師が語る香料植物の図
鑑

さとうあいこ 佐藤愛子 こんないきかたもある こんないき方もある

ひぐちすすむ 樋口進
ねっといぞんしょうのことがよくわ
かるほん

ネット依存症のことがよくわ
かる本

しげしたかずお
ほか

繁下和雄　ほか しんじゅにあおんがくじてん 新ジュニア音楽辞典

にしもりまりー 西森マリー
せいしょをわかればえいごはもっと
わかる

聖書をわかれば英語はもっ
とわかる

にんげんのきろく 人間の記録 あかつかふじお　これでいいのだ 赤塚不二夫　これでいいの
にんげんのきろく 人間の記録 あべよししげ　せんごのじじょでん 安倍能成　戦後の自叙伝

にんげんのきろく 人間の記録
あまのていゆう　わたしのしょうが
いから

天野貞祐　わたしの生涯か
ら

にんげんのきろく 人間の記録
いしざかようじろう　わがはんせい
のき

石坂洋次郎　わが半生の記

にんげんのきろく 人間の記録
いのうえみつさだ　わたくしのこだ
いしがく

井上光貞　わたくしの古代
史学

にんげんのきろく 人間の記録 いのうえやすし　わがいちごいちえ 井上靖　わが一期一会

にんげんのきろく 人間の記録
いまいみちこ　わたしのきたかべ
まったーほるん

今井通子　私の北壁　マッ
ターホルン

にんげんのきろく 人間の記録 えんどうみのる　ゆめおいびと 遠藤実　夢追い人

にんげんのきろく 人間の記録
きたがわたみじ　めきしこのせい
しゅん　１５ねんをいんでぃあんとと

北川民次　メキシコの青春
十五年をインディアンと共に

にんげんのきろく 人間の記録 きむらよしお　しょうぎいちだい 木村義雄　将棋一代
にんげんのきろく 人間の記録 くさのしんぺい　わがせいしゅんの 草野心平　わが青春の記

にんげんのきろく 人間の記録
さいおんじきんかず　かいころく
すぎさりし、しょうわ

西園寺公一　回顧録「過ぎ
去りし、昭和」

にんげんのきろく 人間の記録 さかもときゅう　うえをむいてあるこ 坂本九　上を向いて歩こう

にんげんのきろく 人間の記録
じゃいあんとばば　おうどうじゅうろ
くもん

ジャイアント馬場　王道十六
文

にんげんのきろく 人間の記録 すぎむらはるこ　ぶたいじょゆう 杉村春子　舞台女優
にんげんのきろく 人間の記録 すずきせいじゅん　けんかえれじい 鈴木清順　けんかえれじい
にんげんのきろく 人間の記録 たかぎとうろく　あいのやそうきょく 高木東六　愛の夜想曲
にんげんのきろく 人間の記録 たねださんとうか　じんせいへんろ 種田山頭火　人生遍路
にんげんのきろく 人間の記録 つかもとこういち　わがせいしゅん 塚本幸一　わが青春譜
にんげんのきろく 人間の記録 にいじまじょう　わがじんせい 新島襄　わが人生



にんげんのきろく 人間の記録
はなだしゅんちょう　いくつになった
らあるけるの

花田春兆　いくつになったら
歩けるの

にんげんのきろく 人間の記録
みずのえたきこ　ひまわりばっちゃ
ま

水の江瀧子　ひまわり婆っ
ちゃま

にんげんのきろく 人間の記録 やまたかしげり　ぼしふくし４０ねん 山高しげり　母子福祉四十

にんげんのきろく 人間の記録
やまのあいこ　あいちゃんはいつも
ほんじつたんじょう

山野愛子　愛チャンはいつ
も本日誕生

はたなかひろあき 畑中章宏
さいがいとようかい　やなぎだくに
おとあるくにほんのてんぺんちい

災害と妖怪　柳田国男と歩く
日本の天変地異

ひらいわゆみえ 平岩弓枝 すいようびのひとりごと 水曜日のひとりごと
ひらたあつし　ほ
か

平田厚　ほか
しにぎわのほうりつきゅーあんど
えー　くらしのそうだんしつ

死にぎわの法律Ｑ＆Ａ　くら
しの相談室

もりやまみつる 森山満
いりょうげんばにおけるほうてきた
いおうのじつむ

医療現場における法的対応
の実務

やまぐちすすむ 山口進 かぶとむしやまにかえる カブトムシ山に帰る

よこしまひろし　ほ
か

横島洋志　ほか
こそだてしえんがいどぶっく　にん
しん、しゅっさん、いくじきゅうぎょう
からふくしょくまで

「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

しょうがいしゃさべ
つかいしょうほうか
いせつへんしゅう
いいんかい

障害者差別解消法解説
編集委員会

がいせつ　しょうがいしゃさべつか
いしょうほう

概説　障害者差別解消法

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター かのうえいとく 狩野永徳

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター かつしかほくさい 葛飾北斎

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター くろだせいき 黒田清輝

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター さえきゆうぞう 佐伯祐三

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター るのわーる ルノワール

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター ふぇるめーる フェルメール

にほんあーとせん
たー

日本アート・センター れおなるどだびんち レオナルド・ダ・ヴィンチ

とよはししやくしょ 豊橋市役所

はるをよぶ、おにとてんぐとたんき
りあめ　とよはしおにまつり。　しる
ほどとよはしふるさとさいはっけん
がいどぶっく１０

春を呼ぶ、鬼と天狗とタンキ
リ飴　豊橋鬼祭。　知るほど
豊橋‐ふるさと再発見ガイド
ブック‐10
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