点字図書館「明生会館」 平成２７年度登録図書目録
凡例
1. ジャンルごとに小見出しを付けてあります。
2. ジャンル内の並びは著者の五十音順、シリーズ順です。
3. 記載順序は、著者名・書名・冊数です。
4. 点字版は１～９４の番号を振ってあります。リクエストの際は、この番号（２７の○○）をお伝えください。
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。
電話番号 ０５３２－５２－２６１４
メールアドレス asv60960@siren.ocn.ne.jp
2.利用上の注意
（１）飲食、喫煙しながらの、ご利用はご遠慮下さい。（ひどい場合は、貸出を停止させていただく場合があります。）
（２）貸し出し期間は往復日数を除き、２週間以内です。貸出期間を延長される場合はご連絡下さい。
（３）住所、電話番号などに変更があった場合はご連絡下さい。
（４）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）
平成２７年度登録 点字図書目録（平成２７年４月から平成２８年３月蔵書分）
【雑著】
２７の１ 中島 らも
中島らもの特選明るい悩み相談室１ ニッポンの家庭篇 ３冊
【法律、老人問題】
２７の２ 上坂 冬子・曽野 綾子
冬子と綾子の老い楽人生 ３冊
２７の３ 谷口 真由美
日本国憲法 大阪おばちゃん語訳 ３冊
【医学、衛生学】
２７の４ 西崎 知之
認知症はもう怖くない ３冊
２７の５ 日野原 重明
医師のミッション 非戦に生きる ２冊
２７の６ 船瀬 俊介
やってみました！１日１食 ４冊
【技術産業、料理】
２７の７ 小出 裕章
原発のウソ ３冊
２７の８ 東海林 さだお
ゆで卵の丸かじり ３冊
２７の９ 高橋 みどり 他
沢村貞子の献立日記 ３冊
【芸術、芸能】
２７の１０ 鈴木
２７の１１ 野際
２７の１２ 間庭
２７の１３ 三浦
【日本の小説】

砂羽
女優激場 ４冊
陽子
７０からはやけっぱち ２冊
典子
走れば人生見えてくる ３冊
しをん
あやつられ文楽鑑賞 ５冊

２７の１４
２７の１５
２７の１６
２７の１７
２７の１８
２７の１９
２７の２０
２７の２１
２７の２２
２７の２３
２７の２４
２７の２５
２７の２６
２７の２７
２７の２８
２７の２９
２７の３０
２７の３１
２７の３２
２７の３３
２７の３４
２７の３５
２７の３６
２７の３７
２７の３８
２７の３９
２７の４０
２７の４１
２７の４２
２７の４３
２７の４４
２７の４５
２７の４６
２７の４７
２７の４８
２７の４９
２７の５０
２７の５１
２７の５２
２７の５３
２７の５４
２７の５５

赤井 三尋
翳りゆく夏 ７冊
浅田 次郎
王妃の館 上 ６冊
浅田 次郎
王妃の館 下 ５冊
あさの あつこ
燦［６］ 花の刃 ２冊
あさの あつこ
東雲の途 弥勒シリーズ４ ６冊
五十嵐 貴久
誘拐 １０冊
伊坂 幸太郎
オー！ファーザー ９冊
伊坂 幸太郎
ガソリン生活 ８冊
井上 荒野
キャベツ炒めに捧ぐ ４冊
大森 寿美男
アゲイン ２８年目の甲子園 ３冊
岡田 惠和
心がポキッとね ６冊
岡本 綺堂
今古探偵十話 岡本綺堂読物集５ ５冊
小川 糸
リボン ６冊
小川 洋子
最果てアーケード ３冊
奥田 英朗
空中ブランコ ５冊
奥野 修司
再生の島 ８冊
柏井 壽
鴨川食堂おかわり ３冊
風野 真知雄
猫鳴小路のおそろし屋 ３冊
風野 真知雄
猫鳴小路のおそろし屋２ 酒呑童子の盃 ３冊
風野 真知雄
猫鳴小路のおそろし屋３ 江戸城奇譚 ３冊
河上 弘美
神様 ３冊
川村 元気
世界から猫が消えたなら ３冊
北村 薫
元気でいてよ、Ｒ２－Ｄ２。 ３冊
久坂部 羊
無痛 １１冊
窪 美澄
晴天の迷いクジラ ７冊
木谷 恭介
新幹線【のぞみ４７号】消失！ ６冊
桜木 紫乃
起終点駅 ４冊
澤田 ふじ子
高瀬川女船歌 ５冊
澤田 ふじ子
いのちの蛍 高瀬川女船歌２ ５冊
澤田 ふじ子
銭とり橋 高瀬川女船歌３ ５冊
澤田 ふじ子
篠山早春譜 高瀬川女船歌４ ６冊
澤田 ふじ子
あんでらすの鐘 高瀬川女船歌５ ５冊
澤田 ふじ子
仇討ちの客 高瀬川女船歌６ ６冊
新潮社
ストーリーセラー １１冊
新潮社
ストーリーセラー２ ８冊
新潮社
ストーリーセラー アネックス ６冊
真保 裕一
震源 １１冊
須賀 しのぶ
神の棘Ⅰ ８冊
須賀しのぶ
神の棘Ⅱ １０冊
仙川 環
極卵 ６冊
高田 郁
八朔の雪 みをつくし料理帖１ ５冊
高田 郁
花散らしの雨 みをつくし料理帖２ ５冊

２７の５６
２７の５７
２７の５８
２７の５９
２７の６０
２７の６１
２７の６２
２７の６３
２７の６４
２７の６５
２７の６６
２７の６７
２７の６８
２７の６９
２７の７０
２７の７１
２７の７２
２７の７３
２７の７４
２７の７５
２７の７６
２７の７７
２７の７８
２７の７９
２７の８０
２７の８１
２７の８２
２７の８３
２７の８４
２７の８５
２７の８６
２７の８７
２７の８８
２７の８９

高田 郁
想い雲 みをつくし料理帖３ ４冊
高田 郁
今朝の春 みをつくし料理帖４ ５冊
田中 啓文
京へ上った鍋奉行 鍋奉行犯科帳４ ６冊
谷 瑞恵
思い出のとき修理します３ 空からの時報 ６冊
堂場 瞬一
複合捜査 ８冊
童門 冬二
小説吉田松陰 １１冊
中島 京子
花桃実桃 ４冊
南木 佳士
阿弥陀堂だより ５冊
梨木 香歩
ピスタチオ ５冊
西村 京太郎
出雲殺意の一畑電車 ４冊
西村 京太郎
消えた巨人軍 左文字進探偵事務所 ６冊
長谷川 卓
嶽神伝 孤猿 上 ６冊
長谷川 卓
嶽神伝 孤猿 下 ５冊
畠中 恵
やなりいなり ５冊
葉室 麟
散り椿 ７冊
原田 マハ
翼をください 上 ４冊
原田 マハ
翼をください 下 ５冊
原田 マハ
楽園のカンヴァス ７冊
東野 圭吾
歪笑小説 ５冊
東野 圭吾
殺人現場は雲の上 ４冊
東山 彰良
新装版 逃亡作法 上 ４冊
東山 彰良
新装版 逃亡作法 下 ４冊
百田 尚樹
夢を売る男 ５冊
深町 秋生
果てしなき渇き ８冊
深谷 忠記
遺産相続の死角 東京～札幌殺人ライン ６冊
福井 晴敏
人類資金Ⅶ １２冊
万城目 学
偉大なる、しゅららぼん １０冊
宮部 みゆき
おそろし 三島屋変調百物語事始 ８冊
森見 登美彦
ペンギン・ハイウェイ ７冊
森村 誠一
垂直の死海 ６冊
森村 誠一
棟居刑事の悪夢の塔 ４冊
山田 風太郎 他
軍師は死なず ６冊
吉永 南央
その日まで 紅雲町珈琲屋こよみ２ ５冊
吉永 奈央
名もなき花の 紅雲町珈琲屋こよみ３ ５冊

【日本文学その他、エッセイ】
２７の９０ 角田 光代
今日もごちそうさまでした ４冊
２７の９１ 高田 郁
みをつくし献立帖 ２冊
２７の９２ 太宰治倶楽部
もっと太宰治 太宰治がわかる本 ３冊
２７の９３ 南木 佳士
からだのままに ２冊
２７の９４ 向田 邦子
霊長類ヒト科動物図鑑 ５冊

平成２７年度登録 録音図書目録
凡例
1. ジャンルごとに小見出しを付けてあります。
2. ジャンル内の並びは著者の五十音順、シリーズ順です。
3. 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」と分けて記載しております。
4. 記載順序は、著者名・書名・冊数です。
5. 録音版は１００～３６７の番号を振ってあります。リクエストの際は、この番号（２７の○○）とＣＤ版かテープ版どちらをご希望
かお伝えください。
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。
電話番号 ０５３２－５２－２６１４
メールアドレス asv60960@siren.ocn.ne.jp
2.利用上の注意
（１）飲食、喫煙しながらの、ご利用はご遠慮下さい。（ひどい場合は、貸出を停止させていただく場合があります。）
（２）貸し出し期間は往復日数を除き、２週間以内です。貸出期間を延長される場合はご連絡下さい。
（３）住所、電話番号などに変更があった場合はご連絡下さい。
（４）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）
平成２７年度登録 録音図書目録（平成２７年４月から平成２８年３月蔵書分）
【知識、学問】
２７の１００ 倉本 聰 ほか
愚者が訊く ６巻、7時間38分
【心理学、人生訓】
２７の１０１ 澤田 匡人、中野 信子
正しい恨みの晴らし方 科学で読み解くネガティブ感情 ５巻、6時間58分
２７の１０２ 谷口 祥子
自分ホメ 毎日が１００％輝く魔法の言葉 ４巻、5時間30分
【歴史、伝記】
２７の１０３ バーバラ・Ｗ・タックマン
愚行の世界史 上 トロイアからベトナムまで １２巻、16時間48分
２７の１０４ バーバラ・Ｗ・タックマン
愚行の世界史 下 トロイアからベトナムまで １２巻、18時間01分
２７の１０５ 松崎 敏弥
毎日読みたい美智子さま 愛が生まれるおことば８７ ２巻、2時間48分
【行政、経済、社会、教育】
２７の１０６ 伊藤 剛一
警視庁・特殊部隊の真実 特殊急襲部隊ＳＡＴ ４巻、5時間02分
２７の１０７ 久保 正行
警視庁捜査一課長の「人を見抜く」極意 ６巻、7時間45分
２７の１０８ 藤巻 健史
吹けば飛ぶよな日本経済 破綻後の新しい国をつくる ５巻、6時間25分
２７の１０９ 桐谷 広人
桐谷さんが教えるはじめての株主優待 ４巻、5時間41分
２７の１１０ 関口 知宏
「ことづくりの国」日本へ そのための「喜怒哀楽」世界地図 ５巻、6時間47分
２７の１１１ 上原 善広
異邦人 世界の辺境を旅する ６巻、8時間51分
２７の１１２ 北原 佐和子
女優が実践した介護が変わる魔法の声かけ ３巻、4時間31分
２７の１１３ 別冊宝島編集部
世界が感嘆する日本人 海外メディアが報じた大震災後のニッポン ５巻、7時間09分

２７の１１４ 内田 登紀夫 他
わが子は発達障害 心に響く33編の子育て物語 ９巻、12時間44分
２７の１１５ 一条 真也
最期のセレモニー メモリアルスタッフが見た、感動の実話集 ３巻、3時間29分
【医学】
２７の１１６ 宮本 顕示、宮本 礼子
欧米に寝たきり老人はいない 自分で決める人生最後の医療 ６巻、7時間55分
２７の１１７ 朝田 隆
まだ間に合う！今すぐ始める認知症予防 軽度認知症障害（ＭＣＩ）で食い止める本 ３巻、4時間06分
２７の１１８ 秋津 壽男
がんにならないのはどっち？ ４巻、4時間41分
【生活、食品】
２７の１１９ 谷島 せい子
女は６０歳からが一番！ いくつになっても退屈しない暮らし方 ３巻、3時間39分
２７の１２０ ぴあＭＯＯＫ中部
ぴあ豊橋豊川食本 ７巻、9時間10分
２７の１２１ すこやか食生活協会
身近な野菜の畑から食卓までの道 １巻、00時間59分
【商業経営】
２７の１２２ 井野 朋也
【芸能、スポーツ】
２７の１２３ 橘 左近
２７の１２４ 杉下 茂

新宿駅最後の小さなお店ベルク 個人店が生き残るには？ ６巻、9時間01分
落語入門 知れば知るほど面白い古典落語 ６巻、7時間38分
伝えるⅡ プロ野球努力の神様たち １０巻、13時間51分

【日本の小説】
２７の１２５ 麻見 和史
特捜７ 銃弾 １１巻、15時間24分
２７の１２６ 梓 林太郎
神田川殺人事件 旅行作家・茶屋次郎の事件簿 ８巻、11時間17分
２７の１２７ 荒木 源
けいどろ ５巻、7時間24分
２７の１２８ 乾 くるみ
イニシエーション・ラブ ８巻、11時間06分
２７の１２９ 植松 三十里
志士の峠 ８巻、11時間32分
２７の１３０ 内田 康夫
赤い雲伝説殺人事件 ９巻、12時間09分
２７の１３１ 内田 康夫
「信濃の国」殺人事件 ８巻、11時間40分
２７の１３２ 大石 英司
封鎖海域 上 ６巻、7時間53分
２７の１３３ 大石 英司
封鎖海域 下 ６巻、8時間20分
２７の１３４ 大石 英司
尖閣海域 謎の幽霊船ＵＮＩＣＯＯＮ ７巻、9時間12分
２７の１３５ 大下 英治
小説渡辺軍団 １１巻、15時間25分
２７の１３６ 大森 寿美男
アゲイン 28年目の甲子園 ５巻、6時間09分
２７の１３７ 加瀬 政広
天満明星池 ６巻、7時間56分
２７の１３８ 風野 真知雄
待ち人来たるか 占い同心鬼堂民斎３ ４巻、5時間31分
２７の１３９ 片岡 義男
去年の夏、ぼくが学んだこと ５巻、6時間46分
２７の１４０ 加藤 実秋
モップガール２ 事件現場掃除人 １０巻、14時間08分
２７の１４１ 北國 浩二
ブラッドショット 横浜市警第３分署 ８巻、11時間36分
２７の１４２ 喜多嶋 隆
１５秒の奇跡 ５巻、6時間23分
２７の１４３ 喜多嶋 隆
愛は生きてるうちに ６巻、7時間43分
２７の１４４ 銀色 夏生
ミタカくんと私 ３巻、3時間27分
２７の１４５ 光文社文庫編集部
江戸猫ばなし ６巻、8時間31分

２７の１４６
２７の１４７
２７の１４８
２７の１４９
２７の１５０
２７の１５１
２７の１５２
２７の１５３
２７の１５４
２７の１５５
２７の１５６
２７の１５７
２７の１５８
２７の１５９
２７の１６０
２７の１６１
２７の１６２
２７の１６３
２７の１６４
２７の１６５
２７の１６６
２７の１６７
２７の１６８
２７の１６９
２７の１７０
２７の１７１
２７の１７２
２７の１７３
２７の１７４
２７の１７５
２７の１７６
２７の１７７
２７の１７８
２７の１７９
２７の１８０
２７の１８１
２７の１８２
２７の１８３
２７の２８４
２７の２８５
２７の２８６

谺 雄一郎
「泣き虫同心」事件帖 ５巻、7時間26分
谺 雄一郎
顔のない幽霊 泣き虫同心２ ５巻、7時間25分
小早川涼
猫の恩返し 大江戸いきもの草紙２ ５巻、6時間50分
今野 敏
マル暴甘糟 ７巻、9時間15分
西河 恵光
証 生きた証を振り返るとき ３巻、3時間14分
佐伯 泰英
失意の方 居眠り磐音江戸草紙４７ ６巻、8時間46分
佐伯 泰英
白鶴ノ紅 居眠り磐音江戸双紙４８ ７巻、9時間19分
櫻井 武晴、豊田 美加
ヤメゴクⅠ ４巻、5時間48分
櫻井 武晴、豊田 美加
ヤメゴクⅡ ５巻、5時間35分
櫻井 武晴、豊田 美加
ヤメゴクⅢ ４巻、6時間27分
澤田 ふじ子
篠山早春譜 高瀬川女船歌４ ７巻、9時間36分
沢村 凛
カタブツ ７巻、10時間02分
田中 啓文
京へ上った鍋奉行 鍋奉行犯科帳４ ７巻、9時間12分
田中 啓文
お奉行様の土俵入り 鍋奉行犯科帳５ ８巻、11時間51分
谷 甲州
コロンビア・ゼロ 新・航空宇宙軍史 ７巻、9時間34分
築山 桂
闇の射手 左近浪華の事件帳２ ６巻、8時間05分
堂場 瞬一
ルール ９巻、12時間54分
中村 文則
あなたが消えた夜に １１巻、16時間41分
西村 京太郎
由布院心中事件 ５巻、7時間27分
西村 京太郎
十津川警部捜査行 東海道殺人エクスプレス６巻、8時間30分
西村 京太郎
暗号名は「金沢」 十津川警部「幻の歴史」に挑む ５巻、6時間57分
西村 京太郎
完全殺人 ６巻、8時間22分
似鳥 鶏
迷いアルパカ拾いました ７巻、9時間51分
馳 星周
アンタッチャブル １３巻、18時間08分
福田 和代
潜航せよ １３巻、19時間03分
福本 和也
成田空港殺人事件 ６巻、8時間33分
藤田 宜永
喝采 １６巻、23時間32分
誉田 龍一
窓際同心定中役捕物帖 ６巻、8時間00分
南 英男
甘い毒 遊撃警視２ ７巻、10時間21分
南 英男
醜聞 強請屋稼業６ ７巻、9時間59分
森川 智喜
半導体探偵マキナの未定義な冒険 ８巻、11時間27分
矢口 敦子
祈りの朝 ７巻、9時間18分
矢月 秀作
Ｄ１海上掃討作戦 警視庁暗殺部 ８巻、11時間06分
山川 健一
人生の約束 ４巻、5時間35分
山前 譲
鉄ミス倶楽部 東海道新幹線５０ 推理小説アンソロジー ９巻、12時間33分
山本 一力
龍馬奔る 土佐の勇 ６巻、7時間55分
吉村 龍一
オロマップ 森林保護官樋口孝也 ６巻、8時間34分
リンダブックス編集部
９９のなみだ・純 ６巻、8時間14分
リンダブックス編集部
９９のなみだ・星 ６巻、7時間45分
リンダブックス編集部
９９のなみだ・蛍 ７巻、9時間31分
リンダブックス編集部
９９のなみだ・結 ７巻、9時間17分

【日本文学その他、エッセイ】
２７の２８７ 後藤 有三
賢者ひだるし伊達さむし ６巻、8時間31分
２７の２８８ 後藤 有三
石に彫られた文字 ５巻、6時間55分
２７の２８９ 森沢 明夫
あおぞらビール ８巻、11時間11分
２７の２９０ 森沢 明夫
ゆうぞらビール ６巻、9時間06分
２７の２９１ 黒木 奈々
未来のことは未来の私にまかせよう ３１歳で胃がんになったニュースキャスター ６巻、7時間57分
【外国の小説】
２７の２９２ ロバート・Ｂ・パーカー
２７の２９３ ロバート・Ｂ・パーカー
２７の２９４ ロバート・Ｂ・パーカー
２７の２９５ ロバート・Ｂ・パーカー
２７の２９６ ジョージ・ルーカス ほか
（ＣＤのみ）
【人生訓】
２７の２９７ 佐藤 剛史

儀式 スペンサー・シリーズ ６巻、8時間48分
失投 スペンサー・シリーズ ７巻、9時間22分
誘拐 スペンサー・シリーズ ６巻、8時間29分
レイチェル・ウォレスを捜せ スペンサー・シリーズ ６巻、9時間00分
スター・ウォーズ ９巻、13時間17分

大学で大人気の先生が語る〈失敗〉〈挑戦〉〈成長〉の自立学 3時間50分

【歴史、地理】
２７の２９８ 浅見 雅男
伏見宮 もうひとつの天皇家 14時間51分
２７の２９９ Ａ―Ｗｏｒｋｓ
５日間の休みで行けちゃう！美しい街・絶景の街への旅 8時間08分
【人間の記録】
２７の３００ 早乙女 勝元
炎の夜の隅田川レクイエム 人間の記録153 7時間00分
２７の３０１ 畦地 梅太郎
画文集とぼとぼ六十年 人間の記録162 6時間08分
２７の３０２ 萱野 茂
アイヌの里二風谷に生きて 人間の記録165 6時間18分
２７の３０３ 中村 メイコ
メイコめい伝 人間の記録166 7時間54分
２７の３０４ 三輪田 眞佐子
教へ草／他 人間の記録167 5時間29分
２７の３０５ 近藤 乾三
能―わが生涯― 人間の記録168 5時間02分
２７の３０６ 柳田 国男
炭焼日記 人間の記録170 10時間14分
２７の３０７ 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 人間の記録171 9時間32分
２７の３０８ 田河 水泡
のらくろ一代記 人間の記録173 7時間58分
２７の３０９ 渡辺 貞夫
ぼく自身のためのジャズ 人間の記録174 7時間57分
２７の３１０ 今村 昌平
映画は狂気の旅である 人間の記録175 5時間42分
２７の３１１ 淀川 長治
私の映画遺言 人間の記録176 7時間28分
２７の３１２ 石津 謙介
いつもゼロからの出発だった 人間の記録177 3時間45分
２７の３１３ 千 玄室
お茶をどうぞ 人間の記録178 5時間35分
２７の３１４ 大宅 壮一
自伝 人間の記録179 4時間31分
２７の３１５ 曽野 綾子
天駈けるほどの軽やかな魂の自由 人間の記録180 11時間34分
２７の３１６ 岸田 今日子
あかり合わせがはじまる 人間の記録184 6時間01分
２７の３１７ 森下 洋子
バレリーナの情熱 人間の記録185 4時間48分
２７の３１８ 具志堅 用高
リングはぼくの戦場だ 人間の記録186 4時間39分

２７の３１９ 星 新一

きまぐれ星のメモ 人間の記録187 9時間10分

【政治、法律、社会、教育】
２７の３２０ 高瀬 淳一
公務員試験行政５科目まるごとパスワードｎｅｏ 10時間44分
２７の３２１ ウォルター・ラッセル・ミード
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 18時間
32分
２７の３２２ ウォルター・ラッセル・ミード
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 20時間
04分
２７の３２３ 寺沢 正孝
印鑑の基礎知識 知らないではすまされない 5時間28分
２７の３２４ 貴船 美彦
マンション管理組合理事になったら読む本 5時間54分
２７の３２５ ブリジット・ラベ、ミシェル・ピュエシュ
仕事とお金 0時間59分
２７の３２６ ふじい かつのり、里圭
えほん障害者権利条約 0時間56分
２７の３２７ 高室 成幸
もう限界！！親を介護施設にあずけるお金がわかる本 8時間23分
２７の３２８ 坂本 洋一
図説よくわかる障害者総合支援法 17時間03分
２７の３２９ 日本盲人社会福祉施設協議会
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 5時間
30分
２７の３３０ 伊藤 史子
高校留学アドバイス 6時間22分
【動物学、医学】
２７の３３１ ジョン・マーズラフ ほか
世界一賢い鳥、カラスの科学 13時間39分
２７の３３２ スタンレー・コレン ほか
犬と人の生物学 9時間46分
２７の３３３ 野々井 康二
東洋医学ポケット用語集 知りたいこと、いっぱい！ 6時間27分
２７の３３４ 毎日新聞科学環境部
素顔の山中伸弥 記者が追った２５００日 7時間59分
２７の３３５ 藤島 一郎
嚥下障害のことがよくわかる本 食べる力を取り戻す 5時間03分
２７の３３６ 斎藤 剛康
うつを鍼灸で治す 4時間01分
２７の３３７ 海老沢 元宏
食物アレルギーのすべてがわかる本 4時間53分
２７の３３８ 木野 孔司
自分で治せる！顎関節症 4時間11分
【工学、製造、料理】
２７の３３９ 坂本真一 ほか
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！ 10時間38分
２７の３４０ 佐々涼子
紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 8時間06分
２７の３４１ すこやか食生活協会
日本のコナモンってこんなにあるんだ！ 2時間40分
【芸能、スポーツ、児童】
２７の３４２ 生島淳
スポーツを仕事にする！ 4時間46分
２７の３４３ キングレコード
昇竜魂 2枚組 2時間10分
２７の３４４ 桂米朝
桂米朝上方落語大全集 第一期 全１０枚
２７の３４５ 平田昌広、鈴木まもる
おとうさんはだいくさん 0時間47分
【言語】
２７の３４６ 竹国友康 ほか

現代文と格闘する 改訂版 22時間11分

【日本文学、手記】
２７の３４７ 久我雅忠女 ほか
とはずがたり 下 巻3・巻4・巻5 24時間02分
２７の３４８ 美甘章子
８時１５分 ヒロシマで生きぬいて許す心 6時間52分
【日本の小説】
２７の３４９ 神々廻楽市
鴉龍天晴 12時間02分
２７の３５０ 高殿円
トッカンvs勤労商工会 11時間25分
２７の３５１ 高殿円
トッカン the 3rd おばけなんてないさ 13時間11分
２７の３５２ 松浦千恵美
しだれ桜恋心中 7時間57分
２７の３５３ 三沢陽一
致死量未満の殺人 9時間37分
２７の３５４ 森晶麿
黒猫の接吻あるいは最終講義 7時間05分
【外国の小説】
２７の３５５ スコット・ウエスターフェルド
ゴリアテ ロリスと電磁兵器 16時間03分
２７の３５６ ジョン・ル・カレ
誰よりも狙われた男 16時間58分
２７の３５７ ゲイル・キャリガー
アレクシア女史、欧羅巴で騎士団と遭う 12時間49分
２７の３５８ ゲイル・キャリガー
アレクシア女史、女王陛下の暗殺を憂う 13時間26分
２７の３５９ ジャック・キャンベル
彷徨える艦隊４ 巡航戦艦ヴァリアント 12時間14分
２７の３６０ ジャック・キャンベル
彷徨える艦隊５ 戦艦リレントレス 12時間34分
２７の３６１ ソフィー・ハナ
モノグラム殺人事件 〈名探偵ポアロ〉シリーズ 15時間03分
２７の３６２ セシル・スコット・フォレスター
燃える戦列艦 海の男／ホーンブロワー・シリーズ６ 11時間15分
２７の３６３ セシル・スコット・フォレスター
勇者の帰還 海の男／ホーンブロワー・シリーズ７ 9時間47分
２７の３６４ セシル・スコット・フォレスター
決戦！バルト海 海の男／ホーンブロワー・シリーズ８ 13時間15分
２７の３６５ セシル・スコット・フォレスター
セーヌ湾の反乱 海の男／ホーンブロワー・シリーズ９ 11時間42分
２７の３６６ パスカル・メルシエ
リスボンへの夜行列車 24時間58分
２７の３６７ カミ
機械探偵クリク・ロボット 8時間03分
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