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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. 録音図書は１００から２３２、点字図書は１から８１の番号を振ってあります。リクエストの際は、この番号（２
８の○○）と、ＣＤ版かテープ版どちらをご希望かお伝えください。
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）
（５）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。
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点字図書目録（平成２８年４月から平成２９年３月、蔵書分）

【歴史】
２８の１

星亮一

【社会】
２８の２
２８の３

朝日新聞論説委員室 天声人語 ２０１３年１月―６月 ６冊
多田文明
「絶対ダマされない人」ほどダマされる ３冊

【医学】
２８の４

江部康二

【食品、料理】

女たちの会津戦争

３冊

よくわかる！すぐできる！「糖質オフ！」健康法

３冊

２８の５

東海林さだお

レバ刺しの丸かじり

【芸術、芸能】
２８の６ 星亮一、一坂太郎
【詩歌】
２８の７

日野原重明

３冊

大河ドラマと日本人

６冊

１０月４日１０４歳に１０４句

【シナリオ】
２８の８ 木皿泉
すいか １
２８の９ 木皿泉、山田あかね

４冊
すいか

２

日野原重明句集

４冊

【日本の小説】
２８の１０ 青崎有吾
体育館の殺人 ６冊
２８の１１ 蒼月海里
地底アパート入居者募集中！ ４冊
２８の１２ 碧野圭
菜の花食堂のささやかな事件簿 ４冊
２８の１３ 青山文平
伊賀の残光 ６冊
２８の１４ 朝井リョウ
何者 ５冊
２８の１５ あさのあつこ
燦７ 天の刃 ２冊
２８の１６ あさのあつこ
燦８ 鷹の刃 ２冊
２８の１７ 綾辻行人 ほか
自薦ＴＨＥどんでん返し ４冊
２８の１８ 安生正
ゼロの激震 ８冊
２８の１９ 池井戸潤
七つの会議 ８冊
２８の２０ 乾緑郎
完全なる首長竜の日 ５冊
２８の２１ 歌野晶午
さらわれたい女 ５冊
２８の２２ 江上剛
退職歓奨 ５冊
２８の２３ 枝松蛍
何様ですか？ ４冊
２８の２４ 垣根涼介
狛犬ジョンの軌跡 ７冊
２８の２５ 角田光代
平凡 ４冊
２８の２６ 加瀬政広
天満明星池 ５冊
２８の２７ 角野栄子
ラスト ラン ３冊
２８の２８ 金城一紀
フライ、ダディ、フライ ４冊
２８の２９ 北川惠海
ちょっと今から仕事やめてくる ３冊
２８の３０ 北村薫
八月の六日間 ５冊
２８の３１ 京極夏彦
ヒトでなし 金剛界の章 １１冊
２８の３２ 今野敏
任侠書房 ５冊

１冊

２８の３３
２８の３４
２８の３５
２８の３６
２８の３７
２８の３８
２８の３９
２８の４０
２８の４１
２８の４２
２８の４３
２８の４４
２８の４５
２８の４６
２８の４７
２８の４８
２８の４９
２８の５０
２８の５１
２８の５２
２８の５３
２８の５４
２８の５５
２８の５６
２８の５７
２８の５８
２８の５９
２８の６０
２８の６１
２８の６２
２８の６３
２８の６４
２８の６５
２８の６６
２８の６７
２８の６８

今野敏
波濤の牙 ４冊
斎藤栄
奥の細道殺人事件 ６冊 【三重視障製作】
佐伯泰英
光圀 古着屋総兵衛初伝 ６冊
坂岡真
土風 帳尻屋仕置１ ４冊
坂岡真
婆威し 帳尻屋仕置２ ４冊
坂岡真
鈍刀 帳尻屋仕置３ ４冊
坂木司
ワーキング・ホリデー ４冊
坂木司
和菓子のアン ６冊
笹生陽子
ぼくらのサイテーの夏 ２冊
澤田 ふじ子
奈落の顔 高瀬川女船歌７ ６冊
重松清
ファミレス 上 ５冊
重松清
ファミレス 下 ５冊
小路幸也
娘の結婚 ４冊
真保裕一
正義をふりかざす君へ ８冊
高田郁
小夜しぐれ みをつくし料理帖５ ５冊
高田郁
心星ひとつ みをつくし料理帖６ ５冊
高田郁
夏天の虹 みをつくし料理帖７ ５冊
高田郁
残月 みをつくし料理帖８ ５冊
高田郁
美雪晴れ みをつくし料理帖９ ５冊
高田郁
天の梯 みをつくし料理帖１０ ６冊
高田崇史
パンドラの鳥籠 毒草師 ６冊
高殿円
剣と紅 戦国の女領主・井伊直虎 ７冊
高橋由太
紅き虚空の下で ４冊
高橋由太
神様の見習い もののけ探偵社はじめました ４冊
谷瑞恵 他
新釈グリム童話 めでたし、めでたし？ ５冊
知念実希人
神酒クリニックで乾杯を ６冊
津村記久子
とにかくうちに帰ります ３冊
土橋章宏
引っ越し大名三千里 ４冊
成田名璃子
ハレのヒ食堂の朝ごはん ４冊
仁志光佑 他
ナポレオンの村 ５冊
西加奈子
まく子 ４冊
西村京太郎
完全殺人 ４冊
似鳥鶏
シャーロック・ホームズの不均衡 ６冊
長谷川卓
風刃の舞 北町奉行所捕物控 ５冊
原田マハ
旅屋おかえり ６冊
平山夢明
ダイナー ７冊

２８の６９
２８の７０
２８の７１
２８の７２
２８の７３
２８の７４
２８の７５
２８の７６
２８の７７
２８の７８
２８の７９
２８の８０

深町秋生
ショットガン・ロード １０冊
椹野道流
最後の晩ごはん２ 小説家と冷やし中華
道尾秀介
向日葵の咲かない夏 ８冊
湊かなえ
山女日記 ６冊
室積光
史上最強の内閣 ６冊
室積光
記念試合 ６冊
森絵都
気分上々 ４冊
森博嗣
レタス・フライ ５冊
山田宗樹
百年法 上 ８冊
山田宗樹
百年法 下 ８冊
米澤穂信
愚者のエンドロール ４冊
連城三紀彦
夜よ鼠たちのために ８冊

【エッセイ】
２８の８１ 群ようこ

おとこのるつぼ

４冊

４冊

録音図書目録
【知識、情報】
２８の１００ 天久聖一
挫折を経て、猫は丸くなった。 書き出し小説名作集 テープ１巻、ＣＤ1時間33分
２８の１０１ ポール・スローン 他
ポール・スローンのウミガメのスープ 水平思考推理ゲーム テープ２巻
、ＣＤ2時間55分
２８の１０２ 松尾豊
人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの テープ６巻、ＣＤ8時間
26分
【人生訓、宗教】
２８の１０３ 相川七瀬
２８の１０４ 秋山まりあ
２８の１０５ 石原加受子
２８の１０６ 大木ゆきの
２８の１０７ 田中靖浩
ＣＤ5時間40分

神結び
日本の聖地をめぐる旅 テープ３巻、ＣＤ3時間50分
１００％自分原因説で大好きな人に世界一愛される テープ４巻、ＣＤ5時間12分
逃げ出したくなったら読む本 テープ３巻、ＣＤ3時間47分
人生で大事なことは５つだけ テープ２巻、ＣＤ1時間34分
貯金ゼロでも幸せに生きる方法 不景気時代のポジティブ貧乏のススメ テープ４巻、

【歴史、伝記】
２８の１０８ 新城市設楽原歴史資料館
古戦場は語る 長篠・設楽原の戦い
２８の１０９ 野地秩嘉
サービスの達人たち テープ５巻、ＣＤ7時間11分

テープ３巻、ＣＤ4時間27分

２８の１１０

渡邊裕鴻

他

山本五十六戦後７０年の真実

テープ６巻、ＣＤ7時間37分

【行政、経済、社会、教育】
２８の１１１ 青森県立三本木農業高等学校
三本木農業高校の命の授業 テープ３巻、ＣＤ4時間14分
２８の１１２ 歩りえこ
恋する台湾移住 ９４ヶ国旅した３２歳女子が人生リセットしてみた テープ４巻、Ｃ
Ｄ5時間24分
２８の１１３ 大山泰弘
利他のすすめ チョーク工場で学んだ幸せに生きる１８の知恵 テープ３巻、ＣＤ3時間
05分
２８の１１４ 開高健
ベトナム戦記 テープ６巻、ＣＤ8時間03
２８の１１５ 酒井治孝
ネパールに学校をつくる 協力隊ＯＢの教育支援３５年 テープ５巻、ＣＤ6時間13分
２８の１１６ 佐藤幸治
世界史の中の日本国憲法 立憲主義の史的展開を踏まえて テープ３巻、ＣＤ3時間48分
２８の１１７ 佐藤優
日本でテロが起きる日 佐藤優の地政学リスク講座２０１６ テープ５巻、ＣＤ6時間27分
２８の１１８ ｓｈｉｚｕ 他
発達障害の子供を伸ばす魔法の言葉かけ テープ４巻、ＣＤ5時間50分
２８の１１９ 原田信男
江戸の食文化 和食の発展とその背景 テープ８巻、ＣＤ11時間10分
２８の１２０ 兵頭二十八
こんなに弱い中国人民解放軍 テープ５巻、ＣＤ7時間01分
２８の１２１ 八城勝彦
墓じまいのススメ これが親の子孝行 テープ４巻、ＣＤ5時間34分
２８の１２２ 山本七平
日本人の人生観 テープ４巻、ＣＤ5時間13分
【天文学、生物学、医学】
２８の１２３ 縣秀彦
地球外生命体 宇宙と生命誕生の謎に迫る テープ４巻、ＣＤ5時間53分
２８の１２４ 柴田博
なにをどれだけ食べたらよいか。 テープ４巻、ＣＤ5時間35分
２８の１２５ 中村桂子
知の発見 「なぜ」を感じる力 テープ３巻、ＣＤ4時間04分
２８の１２６ 西崎知之
認知症はもう怖くない 止める・改善する・よみがえる テープ５巻、ＣＤ6時間29分
２８の１２７ 水野雅文
心の病、初めが肝心 早期発見、早期治療の最新ガイド テープ４巻、ＣＤ6時間07分
【環境、工学、生活、食品】
２８の１２８ 岩瀬彰利
食道楽 豊橋版 グルメ小説の再現レシピ テープ３巻、ＣＤ3時間45分
２８の１２９ 小川雅魚
潮の騒ぐを聴け テープ８巻、ＣＤ11時間37分
２８の１３０ 荻原博子
荻原博子のハッピー老後 貯金ゼロでも大丈夫！ テープ３巻、ＣＤ4時間25分
２８の１３１ 酒井崇男
トヨタの強さの秘密 日本人の知らない日本最大のグローバル企業 テープ５巻、ＣＤ
7時間26分
２８の１３２ 佐藤美由紀 他
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 テープ３巻、ＣＤ3時間04分
２８の１３３ 寺門邦次
意外！びっくり！！宇宙飛行士の知られざる真実 テープ５巻、ＣＤ6時間27分
２８の１３４ ホルトハウス房子
カレーの秘伝 これこそ最高の家庭料理 テープ５巻、ＣＤ6時間03分
【商業、農林水産業】

２８の１３５
２８の１３６
２８の１３７
２８の１３８
13分

阿部佳
わたしはコンシェルジュ けっしてＮＯとは言えない職業 テープ４巻、ＣＤ4時間39分
河合浩樹
虫たちを作った世界に一つだけのレモン テープ５巻、ＣＤ7時間28分
鶴巻麻由子
今日も珈琲日和 テープ３巻、ＣＤ3時間39分
山本葉子、松村徹
猫を助ける仕事 保護猫カフェ、猫付きシェアハウス テープ４巻、ＣＤ5時間

【芸能、スポーツ】
２８の１３９ 菅なな子
アイドル受験戦記 ＳＫＥ４８をやめた私が数学０点から偏差値６９の国立大学に入る
まで テープ３巻、ＣＤ4時間03分
２８の１４０ 中村計
勝ちすぎた監督 駒大苫小牧幻の三連覇 テープ１２巻、ＣＤ17時間49分
【日本の小説】
２８の１４１ 青山繁晴
平成紀 テープ５巻、ＣＤ6時間16分
２８の１４２ 赤川次郎
グリーンライン テープ５巻、ＣＤ6時間51分
２８の１４３ 赤川次郎
三姉妹、さびしい入り江の歌 三姉妹探偵団２４ テープ６巻、ＣＤ8時間44分
２８の１４４ 朝井リョウ 他
アイアムアヒーロー ＴＨＥ ＮＯＶＥＬ テープ５巻、ＣＤ6時間54分
２８の１４５ 麻野涼
県警出動 テープ７巻、ＣＤ9時間38分
２８の１４６ 安東能明
ゼンカン 警視庁捜査一課・第一特殊班 テープ７巻、ＣＤ9時間19分
２８の１４７ 上田秀人
夢幻の天守閣 テープ６巻、ＣＤ7時間35分
２８の１４８ 内田康夫
上海迷宮 テープ９巻、ＣＤ13時間29分
２８の１４９ 内田幹樹
パイロット・イン・コマンド テープ６巻、ＣＤ8時間49分
２８の１５０ 大石英司
南シナ海海戦 ＵＮＩＣＯＯＮ テープ７巻、ＣＤ8時間47分
２８の１５１ 大石英司
魚釣島奪還作戦 テープ６巻、ＣＤ7時間45分
２８の１５２ 岡田恵和 他
心がポキッとね テープ８巻、ＣＤ11時間16分
２８の１５３ 岡本好古
不沈戦艦 テープ７巻、ＣＤ9時間33分
２８の１５４ 奥村千明 他
ワイルド７ テープ５巻、ＣＤ7時間17分
２８の１５５ 北國浩二
ヘブンズスラム 横浜市警第３分署 テープ６巻、ＣＤ8時間44分
２８の１５６ 喜多嶋 隆
たとえゴールが遠くても テープ５巻、ＣＤ7時間02分
２８の１５７ 櫛木理宇
チェインドッグ テープ８巻、ＣＤ12時間06分
２８の１５８ 佐伯泰英
失意の方 居眠り磐音江戸双紙４７ テープ６巻、ＣＤ8時間46分
２８の１５９ 佐伯泰英
意次の妄 居眠り磐音江戸双紙４９ テープ６巻、ＣＤ7時間52分
２８の１６０ 佐伯泰英
竹屋ノ渡 居眠り磐音江戸草紙５０ テープ６巻、ＣＤ7時間48分
２８の１６１ 志水辰夫
こっちは渤海 テープ６巻、ＣＤ8時間51分
２８の１６２ 新野剛志
パブリック・ブラザース テープ８巻、ＣＤ11時間00分
２８の１６３ 曽野綾子
椅子の中 テープ３巻、ＣＤ3時間44分
２８の１６４ 徳間文庫編集部 編
地を這う捜査
「読楽」警察小説アンソロジー テープ５巻、ＣＤ7時

間07分
２８の１６５
２８の１６６
２８の１６７
２８の１６８
２８の１６９
43分
２８の１７０
２８の１７１
２８の１７２
２８の１７３
２８の１７４
２８の１７５
２８の１７６
２８の１７７
２８の１７８
２８の１７９

鳴海章
フェイスブレイカー テープ９巻、ＣＤ12時間36分
平岩弓枝 監修
夕まぐれ江戸小景 新鷹会・傑作時代小説選 テープ９巻、ＣＤ12時間58分
福澤徹三
白日の鴉 テープ１３巻、ＣＤ20時間14分
マサト真希
まいごなぼくらの旅ごはん テープ６巻、ＣＤ8時間05分
マサト真希
まいごなぼくらの旅ごはん２ 季節の甘味とふるさとごはん テープ６巻、ＣＤ7時間
松浪和夫
魔弾 警視庁特捜官 テープ１１巻、ＣＤ16時間43分
南英男
捜査圏外 警視正野上勉 テープ６巻、ＣＤ8時間55分
森詠
風神剣始末 走れ、半兵衛 テープ５巻、ＣＤ6時間26分
盛田隆二
身も心も テープ４巻、ＣＤ5時間32分
八木沢里志
きみと暮らせば テープ６巻、ＣＤ8時間08分
矢月秀作
スティングス 特例捜査班 テープ５巻、ＣＤ6時間34分
矢月秀作
いかさま テープ５巻、ＣＤ6時間06分
柳瀬みちる
樫乃木美大の奇妙な住人 長原あざみ、最初の事件 テープ６巻、ＣＤ7時間46分
山崎ナオコーラ
お父さん大好き テープ３巻、ＣＤ3時間32分
山田悠介
Ａコース テープ４巻、ＣＤ4時間39分

【記録、エッセイ】
２８の１８０ 今西乃子
２８の１８１ 柴田亮子
２８の１８２ 若松英輔

他

よみがえれアイボ ロボット犬の命をつなげ テープ２巻、ＣＤ2時間41分
かんころもちの島で テープ４巻、6時間00分
悲しみの秘義 若松英輔エッセイ集 テープ２巻、ＣＤ2時間47分

【外国の小説】
２８の１８３ アンソニー・ホロヴィッツ
モリアーティ テープ１１巻、ＣＤ15時間32分
２８の１８４ ドナルド・Ｊ・ソボル
２分間ミステリ テープ３巻、ＣＤ4時間02分
ＣＤのみ
【漫談、落語】
２８の１８５ 綾小路きみまろ
２８の１８６ 綾小路きみまろ
２８の１８７ 綾小路きみまろ
２８の１８８ 綾小路きみまろ
２８の１８９ 綾小路きみまろ

元祖爆笑スーパーライブ 第０集 0時間46分
爆笑スーパーライブ 第１集 0時間44分
爆笑スーパーライブ 第２集 0時間45分
爆笑スーパーライブ 第３集 1時間02分
爆笑スーパーライブ 第４集 1時間00分

当代名作落語長講七選
２８の１９０ 桂歌丸
牡丹灯籠―栗橋宿 0時間53分
２８の１９１ 柳家小三治
文七元結 1時間18分
２８の１９２ 柳家さん喬
子別れ 1時間14分
２８の１９３ 五街道雲助
真景累ヶ淵―豊志賀の死 0時間57分
２８の１９４ 柳家権太楼
らくだ 0時間57分
２８の１９５ 立川志の輔
新・八五郎出世 0時間47分
２８の１９６ 桂文珍
地獄八景亡者の戯れ 1時間16分
２８の１９７ 京須偕充
噺のハナシ＋出囃子集 1時間03分
ＮＨＫ落語名人選
２８の１９８ 五代目古今亭志ん生
火焔太鼓・黄金餅・搗屋幸兵衛 1時間07分
２８の１９９ 三代目三遊亭金馬
居酒屋・唐茄子屋政談・藪入り 1時間14分
２８の２００ 八代目林家正蔵
永代橋・紫檀楼古木・中村仲蔵 1時間08分
２８の２０１ 八代目三笑亭可楽
富久・二番煎じ・妾馬 1時間16分
２８の２０２ 五代目古今亭今輔
思い出・もう半分・藁人形 1時間03分
２８の２０３ 六代目春風亭柳橋 小言幸兵衛・粗忽の釘・百人坊主 1時間15分
２８の２０４ 三代目桂三木助
ざこ八・芝浜 0時間58分
２８の２０５ 五代目柳家小さん
うどん屋・笠碁・禁酒番屋 1時間16分
２８の２０６ 二代目桂小南
しじみ売り・箒屋娘 1時間13分
２８の２０７ 四代目春風亭柳好
お見立て・道具屋・時そば・味噌蔵 1時間09分
２８の２０８ 十代目桂文治
お血脈・長短・二十四孝 1時間13分
２８の２０９ 初代三遊亭夢楽
転宅・三人旅・三方一両損 1時間16分
２８の２１０ 十代目金原亭馬生
たがや・抜け雀・船徳 1時間12分
２８の２１１ 五代目春風亭柳朝
蒟蒻問答・佃祭・宿屋の仇敵 1時間15分
２８の２１２ 五代目三遊亭圓楽
野ざらし・お化け長屋・紺屋高尾 1時間08分
決定版落語名人芸
２８の２１３ 古今亭志ん生
品川心中・井戸の茶碗 0時間55分
２８の２１４ 三遊亭円生
首提灯・三年目 0時間59分
２８の２１５ 三遊亭円楽 大山詣り・あわびのし 1時間01分
２８の２１６ 桂歌丸
越後屋・質屋蔵 0時間45分
２８の２１７ 桂米丸
手料理・狭き門 0時間31分
２８の２１８ 三笑亭夢楽
反魂香・高田馬場 0時間48分
２８の２１９ 柳亭痴楽
隅田川・ラブレター 0時間28分
２８の２２０ 桂文治
かけとり・豆や 0時間27分

２８の２２１
２８の２２２
２８の２２３
２８の２２４
２８の２２５
２８の２２６
２８の２２７
２８の２２８
２８の２２９
２８の２３０
２８の２３１
２８の２３２

金原亭馬生
がまの油・二人ぐせ 0時間30分
春風亭柳好
付き馬・牛ほめ 0時間47分
三遊亭小円馬
花見酒・つりの酒 0時間32分
春風亭柳昇
課長の犬・義理堅い男 0時間32分
三遊亭円馬
子別れ・菅原息子 0時間31分
三遊亭金馬
孝行糖・浮世床 0時間46分
三遊亭右女助
ユーレイ自動車・出札口 0時間33分
春風亭梅橋
都々逸坊や・英語会話 0時間30分
三遊亭小円朝
千早振る・後生鰻 0時間29分
三遊亭円右
三人吉三・クリスマス 0時間32分
春風亭柳朝 こごと幸兵衛・馬の田楽 0時間29分
古今亭今輔
藪入り・表札 0時間52分
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