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書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

総記
青梅市中央図書館　ハンディーキャップサービスのご案内

2020デイジー図書目録一覧
青梅市中央図書館 5:21

013-ﾊ

20

〃 飛ぶ教室　-この本がおもしろいよ 紀田順一郎 9:46 みくに出版 019-ｷ

〃 塩１トンの読書 須賀敦子 4:39 河出書房新社 019-ｽ

〃 本に読まれて 須賀敦子 7:55 中央公論新社 019-ｽ

〃 またたび読書録 群ようこ 5:45 新潮社 019-ﾑ

〃 深夜快読 森まゆみ 8:06 筑摩書房 019-ﾓ

哲学 こころの傷を読み解くための800冊の本 赤木かん子 18:27 自由国民社 140-ｱ

〃 心理学研究法　-心を見つめる科学のまなざし 高野陽太郎　他 17:44 有斐閣 140-ｼ

〃 はじめて出会う心理学 長谷川寿一　他共著 13:36 有斐閣 140-ﾊ

〃 嫌われる勇気 岸見一郎 9:10 ダイヤモンド社 146-ｷ

〃 夢色の大通りで 今江祥智 7:37 理論社 159-ｲ

〃 女性の品格 坂東眞理子 5:43 ＰＨＰ研究所 159-ﾊﾞ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

哲学 ブッダとは誰か 高尾利数 8:13 柏書房 182-ﾀ

〃 イエスとは誰か 高尾利数 11:19 日本放送協会 192-ﾀ

〃 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 2:52 幻冬舎 198-ﾜ

歴史 10代に語る平成史 後藤謙次 8:46 岩波書店 210-ｺﾞ

〃 新撰組紀行 中村彰彦 6:23 文藝春秋 210-ﾅ

〃 青梅歴史物語 青梅市教育委員会 10:23 青梅市教育委員会 213-ｵ

〃 古代ローマ帝国１万５０００キロの旅 アルベルト･アンジェラ 25:01 河出書房新社 232-ｱ

〃 天才たちの不思議な物語 桐生操 8:49 PHP研究所 280-ｷ

〃 旅の途中　巡り合った人々 筑紫哲也 12:04 朝日新聞社 280-ﾁ

〃 流されびと考 杉本苑子 9:41 文藝春秋 281-ｽ

〃 養生のお手本　あの人このかた７２例 出久根達郎 5:24 清流出版 281-ﾃﾞ

〃 恋は決断力 森まゆみ 5:34 講談社 281-ﾓ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

歴史 明治東京　奇人傳 森まゆみ 10:01 新潮社 281-ﾓ

〃 全盲先生、泣いて笑っていっぱい生きる 新井淑則 5:58 マガジンハウス 289-ｱ

〃 レイチェル・カーソンの世界へ 上遠恵子 5:06 かもがわ出版 289-ｶ

〃 ナポレオンは殺された 桐生操 6:30 PHP研究所 289-ｷ

〃 全盲の弁護士　竹下義樹 小林輝幸 9:29 岩波書店 289-ｺ

〃 責任　ラバウルの将軍今村均 角田房子 18:42 筑摩書房 289-ﾂ

〃 朝陽門外の虹 山崎朋子 13:20 岩波書店 289-ﾔ

〃 おうめ文化財さんぽ 青梅市教育委員会 8:51 青梅市教育委員会 290-ｵ

〃 日本音紀行　音の風景をたずねて 伊藤由貴子 7:59 音楽之友社 291-ｲ

〃 東京都三多摩原人 久住昌之 9:42 朝日新聞出版 291-ｸ

〃 姥ざかり花の旅笠「小田宅子の東路日記」　 田辺聖子 15:39 集英社 291-ﾀ

〃 マンゴーと丸坊主 山崎美緒 5:09 幻冬舎 294-ﾔ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

歴史 極夜行 角端唯介 13:23 文藝春秋 297-ｶ

社会

科学
子ども、お年より、女性が輝く国ノルウェー 上野勝代 4:10 かもがわ出版 302-ｳ

〃 なんや、これ？　アメリカと日本 米谷ふみ子 6:22 岩波書店 302-ｺ

〃 そこから青い闇がささやき 山崎佳代子 6:07 河出書房新社 302-ﾔ

〃 筑紫哲也のこの「くに」の冒険 筑紫哲也 9:15 日本経済新聞社 304-ﾁ

〃 バカの壁 養老孟司 5:09 有斐閣 316-ｷ

〃 Ｑ＆Ａ個人情報保護法　ジュリストブック 個人情報保護基本法制研究会編 5:39 有斐閣 316-ｷ

〃 東京消防庁からのお知らせ 東京消防庁防災部防災安全課 1:05
東京消防庁

防災部防災安全課
317-ﾄ

〃 東京消防庁からのお知らせ (令和２年度） 東京消防庁防災部防災安全課 1:11
東京消防庁

防災部防災安全課
317-ﾄ

〃 広報おうめ・青梅市議会だより　2018年度 上半期 青梅市 30:26 青梅市
318-ｵ

18-1

〃 広報おうめ・青梅市議会だより　2018年度 下半期 青梅市 30:34 青梅市
318-ｵ

18-2

〃 広報おうめ・青梅市議会だより　2019年度 上半期 青梅市 30:26 青梅市
318-ｵ

19-1



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

社会

科学
広報おうめ・青梅市議会だより　2019年度 下半期 青梅市 29:29 青梅市

318-ｵ

19-2

〃 広報おうめ・青梅市議会だより　2020年度 上半期 青梅市 24:56 青梅市
318-ｵ

20-1

〃 韓国と日本国 權五琦･若宮啓文 9:40 朝日新聞社 319-ｸ

〃 はじめて出会う平和学 児玉克哉･佐藤安信･中西久枝 13:38 有斐閣 319-ﾊ

〃 あたらしい憲法のはなし　小さな学問の書２ 童話屋編集部　編 1:25 童話屋 323-ｱ

〃 超訳　日本国憲法 池上彰 6:33 新潮社 323-ｲ

〃 憲法九条を世界遺産に 太田光･中沢新一 3:50 集英社 323-ｵ

〃 基本的人権の事件簿　憲法の世界へ 棟居快行　他 10:08 有斐閣 323-ｷ

〃 日本国憲法　小さな学問の書１ 童話屋編集部　編 2:33 童話屋 323-ﾆ

〃 成年後見Ｑ＆Ａ　くらしの相談室 長谷川泰造　編 8:31 有斐閣 324-ｾ

〃 遺言書の書き方Ｑ＆Ａ　くらしの相談室 秦悟志　他 11:10 有斐閣 324-ﾕ

〃 中坊公平の追いつめる　弱虫指揮官の大いなる魂 高尾義彦 7:23 毎日新聞社 324-ﾀ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

社会

科学
もしも裁判員に選ばれたら　裁判員ハンドブック 四宮啓　他 2:17 花伝社 327-ﾓ

〃 やさしく読み解く裁判員のための法廷用語ハンドブック
日本弁護士連合会裁判員制度実施

本部
4:08 三省堂 327-ﾔ

〃 無国籍 陳天璽 8:30 新潮社 329-ﾁ

〃 聞く力 阿川佐和子 6:16 文藝春秋 361-ｱ

〃 京都ぎらい 井上章一 5:53 朝日新聞出版 361-ｲ

〃
ケータイ字入門

メディアコミュニケーションから読み解く現代社会
岡田朋之・松田美佐編 9:35 有斐閣 361-ｹ

〃 マス・メディア論　有斐閣コンパクト 後藤将之 11:07 有斐閣 361-ｺﾞ

〃 内部告発の時代　組織への忠誠か社会正義か 宮本一子 6:54 花伝社 361-ﾐ

〃 新版　わかりやすい介護保険法 増田雅暢 8:05 有斐閣 364-ﾏ

〃 消費者トラブルＱ＆Ａ　くらしの相談室 伊藤良徳　他 12:15 有斐閣 365-ｼ

〃 居住福祉 早川和男 6:49 岩波書店 365-ﾊ

〃 働く女性の法律Ｑ＆Ａ 中島通子　他 11:03 有斐閣 366-ﾊ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

社会

科学
子ども　法律カウンセリングシリーズ 石川恵美子　他 7:48 有斐閣 367-ｺ

〃 老いと社会　制度･臨床への老年学的アプローチ 冷水豊 15:02 有斐閣 367-ｼ

〃 シルバー　法律カウンセリング 横尾邦子　他 7:54 有斐閣 367-ｼ

〃 若者たちに何が起こっているのか 中西新太郎 12:45 花伝社 367-ﾅ

〃 少年非行の世界　空洞の世代の誕生 清水賢二　編 8:00 有斐閣 368-ｼ

〃 車いす司書ハート貸し出します 河原正実 7:50 かもがわ出版 369-ｶ

〃 ここまできた障害者の恋愛と性 障害者の生と性の研究会編 6:48 かもがわ出版 369-ｺ

〃 介護予防のための一人でもできる簡単からだほぐし39 斎藤道雄 1:35 黎明書房 369-ｻ

〃 障害者福祉の世界 佐藤久夫　他 9:48 有斐閣 369-ｻ

〃 社会福祉の手引　2020 東京都福祉保健局総務部総務課 22:26 東京都福祉保健局 369-ｼ

〃 障害者が恋愛と性を語りはじめた 障害者の生と性の研究会編 5:55 かもがわ出版 369-ｼ

〃 知的障害者の恋愛と性に光を 障害者の生と性の研究会編 5:20 かもがわ出版 369-ﾁ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

社会

科学
東京くらし防災

東京都総務局総合防災部防災管理

課
2:52

東京都総務局

総合防災部防災管理課
369-ﾄ

〃 東京の福祉保健　2019 東京都福祉保健局総務部総務課 東京都福祉保健局 369-ﾄ

〃 東京の福祉保健　2020 東京都福祉保健局総務部総務課 東京都福祉保健局 369-ﾄ

〃 東京防災　今やろう災害から身を守るすべてを
東京都総務局総合防災部防災管理

課
7:04

東京都総務局

総合防災部防災管理課
369-ﾄ

〃 見えない私の生活術 新納季温子 5:16 クリエイツかもがわ 369-ﾆ

〃 福祉の労働Ｑ＆Ａ 伊藤博義　編 9:53 有斐閣 369-ﾌ

〃
みんなで知っ得「助かる」「助ける」

視覚障碍者のための防災対策マニュアル
日本盲人社会福祉施設協議会 4:36

日本盲人社会福祉施設

協議会
369-ﾐ

〃 見えない人･見えにくい人のための便利グッズファイル 便利グッズサロン編 6:58 大活字 369-ﾐ

〃 おひとりさま介護　 村田くみ 5:50 河出書房新社 369-ﾑ

〃 障害者運動と福祉　国際比較による障害者エンパワーメント 目黒くみ 10:08 恒星社厚生閣 369-ﾒ

〃 盲人福祉の新しい時代　松井新二郎の戦後５０年 松井新二郎伝刊行会編 6:58 冨山房インターナショナル 369-ﾓ

〃 専門馬鹿と馬鹿専門　つむじ先生の教育論 なだいなだ 4:18 筑摩書房 370-ﾅ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

社会

科学
教壇に立つ視覚障害者たち 全国視覚障害教師の会 4:33 日本出版制作センター 374-ｾﾞ

〃 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 8:11 新潮社 376-ﾌﾞ

〃 創立十周年記念誌 青梅音訳の会 1:14
ＮＰＯ法人

青梅音訳の会
378-ｵ

〃 やんごとなき姫君たちの食卓 桐生操 5:08 ＴＯＴＯ出版 383-ｷ

〃 死に際の法律Ｑ＆Ａ　くらしの相談室 平田厚　他 7:50 有斐閣 385-ﾋ

〃 死ぬ前に決めておくこと　葬儀･お墓と生前契約 松島如戒 4:28 岩波書店 385-ﾏ

〃 日本昔話百選 稲田浩二･和子 14:17 三省堂 388-ｲ

〃 青梅のむかし話 青梅市教育委員会 3:00 青梅市教育委員会 388-ｵ

〃 青梅おちこちこぼれ話　姉妹編 小川秋子 5:50 ぎょうせいデジタル 388-ｵ

〃 子守唄の謎　懐かしい調べに秘められた意味 西舘好子 4:18 祥伝社 388-ﾆ

自然

科学
科学は今どうなっているの？ 池内了 9:10 晶文社 404-ｲ

〃 考えてみれば不思議なこと 池内了 8:17 晶文社 404-ｲ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

自然

科学
「生きもの」感覚で生きる 中村桂子 6:50 講談社 460-ﾅ

〃 病院で聞くことば辞典 浜六郎 7:00 岩波書店 490-ﾊ

〃
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について

聞いてみた
山中伸弥 5:13 講談社 491-ﾔ

〃 認知症かな？と思ったらすぐ読む本 朝田隆 7:04 技術評論社 493-ｱ

〃 「老年症候群」の診察室 大蔵暢 8:26 朝日新聞出版 493-ｵ

〃 注文をまちがえる料理店 小国士朗 4:33 あさ出版 493-ｵ

〃 強毒性　新型インフルエンザの脅威 岡田晴恵　編 7:43 藤原書店 493-ｵ

〃 ボケてたまるか！ 金子満雄 5:23 海竜社 493-ｶ

〃 身近な人ががんになったときに役立つ７６ 内野三菜子 8:16 ダイヤモンド社 494-ｳ

〃 がん電話相談　家族が困ったときに 季羽倭文子　編 5:55 三輪書店 494-ｷ

〃
食品の安全とはなにか

食品安全の基礎知識と食品防御
今村知明 5:51

日本生活協同組合連合会

出版部
498-ｲ

〃 医療　法律カウンセリングシリーズ 城戸浩正　他 7:29 有斐閣 498-ｲ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

自然

科学
いい医者いい患者いい老後 永六輔 4:02 佼成出版社 498-ｴ

〃 緊急招集　スタット・コール 奥村徹 8:25 河出書房新社 498-ｵ

〃 がんばらない 鎌田實 7:16 集英社 498-ｶ

〃 あきらめない 鎌田實 5:56 集英社 498-ｶ

〃 それでもやっぱりがんばらない 鎌田實 7:53 集英社 498-ｶ

〃
１９９５年１月神戸

阪神大震災下の精神科医たち
中井久夫 11:11 みすず書房 498-ﾅ

〃 狂牛病　人類への警鐘 中村靖彦 7:20 岩波書店 498-ﾅ

〃 ちょっと待って！そのクスリを飲む前に 吉田均 7:42 東京新聞出版局 498-ﾖ

技術 ウォーター・ビジネス 中村靖彦 6:45 岩波書店 517-ﾅ

〃 青梅市ごみ減量･資源リサイクルハンドブック 青梅市環境経済部ゴミ対策課 　 518-ｵ

〃 新版　環境とつきあう５０話 森住明弘 5:49 岩波書店 519-ﾓ

〃 環業革命 山根一眞 10:46 講談社 519-ﾔ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

技術 日本復興計画 大前研一 3:49 文藝春秋 543-ｵ

〃 これで分かる！やさしく教えるＰＴＲ２操作のすべて ラビット 5:50 547-ｺ

〃 メディアをつくる 白石草 2:25 岩波書店 547-ｼ

〃 プレクストークポケット　PTP1活用術 ラビット 5:02 547-ﾌﾟ

〃 フランス人は１０着しか服を持たない ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･L.ｽｺｯﾄ 7:04 大和書房 590-ｽ

〃 おばあちゃんのおやつ 朝日新聞学芸部 6:04 朝日新聞社 596-ｵ

〃 いつまでもおいしく夢レシピ　向老期への料理メッセージ坂本廣子 7:38 かもがわ出版 596-ｻ

〃 手づくりクッキングメニュー①　肉と卵料理 生活クラブ生協連合会 広報部編 9:13 協同図書サービス 596-ﾃ

〃 手づくりクッキングメニュー②　野菜と豆腐料理 生活クラブ生協連合会 広報部編 8:12 協同図書サービス 596-ﾃ

〃 手づくりクッキングメニュー③　魚介と海藻料理 生活クラブ生協連合会 広報部編 8:00 協同図書サービス 596-ﾃ

〃 手づくりクッキングメニュー④　ごはんとパスタ料理 生活クラブ生協連合会 広報部編 10:21 協同図書サービス 596-ﾃ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

技術 手づくりクッキングメニュー⑤　手づくりお菓子 生活クラブ生協連合会 広報部編 8:21 協同図書サービス 596-ﾃ

〃 手づくりクッキングメニュー⑥　牛乳とチーズ 生活クラブ生協連合会 広報部編 6:18 協同図書サービス 596-ﾃ

〃 手づくりクッキングメニュー別冊　おせち料理 生活クラブ生協連合会 広報部編 5:44 協同図書サービス 596-ﾃ

産業 園芸家の一年 カレル・チャペック 5:33 平凡社 620-ﾁ

〃 海人（ウミンチュ） 小林輝幸 9:21 毎日新聞社 661-ｺ

〃 幻の料亭・日本橋「百川」 小泉武夫 7:26 新潮社 673-ｺ

〃 御巣鷹山と生きる 美谷島邦子 9:39 新潮社 687-ﾐ

〃
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったの

か？
森岡毅 7:57 KADOKAWA 689-ﾓ

芸術 ぼくは戦争は大きらい やなせたかし 3:07 小学館クリエイティブ 726-ﾔ

〃 五感の音楽　音のない音楽への扉 佐藤慶子 8:17
ヤマハミュージックメ

ディア
760-ｻ

〃 新しい人は新しい音楽をする 武久源造 10:07 ＡＲＣ出版企画 760-ﾀ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

芸術 天上の音楽・大地の歌　 なかにし礼 5:04 音楽之友社 760-ﾅ

〃 クラシック心の旅 宮本英世 6:17 音楽之友社 760-ﾐ

〃 クラシックおもしろ鑑賞辞典テーマ別 宮本英世 11:26 東京書籍 760-ﾐ

〃 ベートーヴェン不滅の恋人 青木やよひ 9:34 河出書房新社 762-ｱ

〃
ヴァイオリン・愛はひるまない

プラハからメキシコへ
黒沼ユリ子 6:43 海竜社 762-ｸ

〃 プラタナスの木蔭で 鮫島有美子 7:42 時事通信社 762-ｻ

〃 聞いて、ヴァイオリンの詩 千住真理子 5:59 時事通信社 762-ｾ

〃 クラシックこの演奏を聴け！ 出谷敬 8:33 音楽之友社 762-ﾃﾞ

〃 音楽史を彩る女性たち　五線譜のばら２ 萩谷由貴子 6:33 （株）ショパン 762-ﾊ

〃 幸田姉妹　洋楽黎明期を支えた幸田延と安藤幸 萩谷由貴子 6:16 （株）ショパン 762-ﾊ

〃 五線譜の薔薇　音楽史を彩る女性たち 萩谷由貴子 6:52 （株）ショパン 762-ﾊ

〃 田中希代子　夜明けのピアニスト 萩谷由貴子 7:02 （株）ショパン 762-ﾊ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

芸術 ひとり５分で読める　作曲家おもしろ雑学辞典 萩谷由貴子 8:20
ヤマハミュージック

メディア
762-ﾊ

〃 オーボエとの「時間」 宮本文昭 6:14 時事通信社 762-ﾐ

〃
島唄の奇跡

白百合が奏でる恋物語そしてハンセン病
吉江真理子 9:01 講談社 762-ﾖ

〃 オーケストラを読む本 鈴木織衛 5:20 トーオン 764-ｽ

〃 ジャズ昭和史 油井正一 15:37 DU　BOOKS 764-ﾕ

〃 愛唱歌ものがたり 読売新聞文化部 12:11 岩波書店 767-ｱ

〃 おもしろ日本音楽inアジア　和楽器のルーツをたずねて 釣谷真弓 5:31 東京堂出版 768-ﾂ

〃 おもしろ日本音楽史　 釣谷真弓 6:40 東京堂出版 768-ﾂ

〃 おもしろ日本音楽の楽しみ方 釣谷真弓 7:01 東京堂出版 768-ﾂ

〃 人生の終いじたく 中村メイコ 5:32 青春出版社 772-ﾅ

〃 一切なりゆき 樹木希林 5:06 文藝春秋 778-ｷ

〃 落語一日一話 野口卓 11:46 河出書房新社 779-ﾉ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

芸術 チーム・ブライアン新たな旅 ブライアン・オーサー 7:11 講談社 784-ｵ

〃 青梅かるた
青梅青年会議所‘８４社会開発委員

会
1:54 青梅青年会議所,1984 798-ｵ

言語 辞書になった男　 佐々木健一 11:46 文藝春秋 813-ｻ

文学 帰りたかった家　 青木玉 4:34 講談社 914-ｱ

〃 強父論 阿川佐和子 6:50 文藝春秋 910-ｱ

〃 トゲトゲの気持ち 阿川佐和子 5:17 中央公論新社 914-ｱ

〃 東京ヴィレッジ 明野照葉 11:23 光文社 913-ｱ

〃 お腹召しませ 浅田次郎 8:02 中央公論新社 913-ｱ

〃 五郎治殿御始末 浅田次郎 5:58 中央公論新社 913-ｱ

〃 憑神（つきがみ） 浅田次郎 9:28 新潮社 913-ｱ

〃 椿山課長の七日間 浅田次郎 11:38 朝日新聞社 913-ｱ

〃 霧笛荘夜話 浅田次郎 8:29 角川書店 913-ｱ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 輪違屋糸里　上 浅田次郎 11:03 文藝春秋 913-ｱ

〃 輪違屋糸里　下 浅田次郎 10:20 文藝春秋 913-ｱ

〃 火郡のごとく あさのあつこ 10:55 文藝春秋 913-ｱ

〃 青春デンデケデケデケ 芦原すなお 7:27 河出書房新社 913-ｱ

〃 ミステリーのおきて１０２条 阿刀田高 8:39 読売新聞社 902-ｱ

〃 朱い旅 阿刀田高 5:27 幻冬舎 913-ｱ

〃 風の組曲 阿刀田高 8:41 潮出版社 913-ｱ

〃 コーヒー党奇談 阿刀田高 7:56 講談社 913-ｱ

〃 脳みその研究 阿刀田高 5:06 文藝春秋 913-ｱ

〃 ものがたり風土記 阿刀田高 10:13 集英社 915-ｱ

〃 続･ものがたり風土記 阿刀田高 9:55 集英社 915-ｱ

〃 恋七夜 安部龍太郎 12:27 集英社 913-ｱ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 わたしの宮沢賢治　5巻　全盲の目に射す一条の光新井淑則 4:01 ソレイユ出版 910-ﾐ

〃 図書館戦争 有川浩 8:45 メディアワークス 913-ｱ

〃 図書館内乱 有川浩 8:53 メディアワークス 913-ｱ

〃 図書館危機 有川浩 8:27 メディアワークス 913-ｱ

〃 図書館革命 有川浩 8:30 メディアワークス 913-ｱ

〃 レインツリーの国 有川浩 4:31 新潮社 913-ｱ

〃 阪急電車 有川浩 4:49 幻冬舎 913-ｱ

〃 三匹のおっさん 有川浩 13:11 文藝春秋 913-ｱ

〃 三匹のおっさん　ふたたび 有川浩 13:21 文藝春秋 913-ｱ

〃 空飛ぶ広報室 有川浩 14:26 幻冬舎 913-ｱ

〃 スイス時計の謎 有栖川有栖 9:08 講談社 913-ｱ

〃 絶叫城殺人事件 有栖川有栖 9:35 新潮社 913-ｱ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 モロッコ水晶の謎 有栖川有栖 8:44 講談社 913-ｱ

〃 乱鴉の島 有栖川有栖 13:07 新潮社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション１「なくしてしまった魔法の時間」 安房直子 7:06 偕成社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション２「見知らぬ町ふしぎな村」 安房直子 6:10 偕成社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション３「ものいう動物たちのすみか」 安房直子 6:00 偕成社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション４「まよいこんだ異界の話」 安房直子 5:56 偕成社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション５「恋人たちの冒険」 安房直子 7:39 偕成社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション６「世界の果ての国へ」 安房直子 6:27 偕成社 913-ｱ

〃 安房直子コレクション７「めぐる季節の話」 安房直子 12:19 偕成社 913-ｱ

〃 花豆の煮えるまで　小夜の物語 安房直子 2:18 偕成社 913-ｱ

〃 鳥居の赤兵衛　宝引の辰捕物帳 泡坂妻夫 6:27 文藝春秋 913-ｱ

〃 宝くじが当たったら 安藤祐介 7:58 講談社 913-ｱ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 湯めぐり歌めぐり 池内紀 5:28 集英社 911-ｲ

〃 なじみの店 池内紀 4:56 みすず書房 914-ｲ

〃 親不孝長屋 池波正太郎 4:41 新潮社 914-ｲ

〃 世話焼き長屋 池波正太郎ほか 6:05 新潮社 913-ｾ

〃 白の鳥と黒の鳥 いしいしんじ 5:31 角川書店 913-ｲ

〃 ポーの話 いしいしんじ 11:33 新潮社 913-ｲ

〃 麦ふみクーツェ いしいしんじ 11:21 理論社 913-ｲ

〃 雪屋のロッスさん いしいしんじ 4:18 メディアファクトリー 913-ｲ

〃 ギリシア神話 石井桃子　編 7:39 のら書店 991-ｷﾞ

〃 空をかついで 石垣りん 1:01 童話屋 911-ｲ

〃 愛がいない部屋 石田衣良 7:11 集英社 913-ｲ

〃 １ポンドの悲しみ 石田衣良 6:26 集英社 913-ｲ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 てのひらの迷路 石田衣良 6:04 講談社 913-ｲ

〃 ４TEEN 石田衣良 7:46 新潮社 913-ｲ

〃 ４０　翼ふたたび 石田衣良 9:45 講談社 913-ｲ

〃 約束 石田衣良 6:07 角川書店 913-ｲ

〃 LAST 石田衣良 7:23 講談社 913-ｲ

〃 決戦！関ヶ原　 伊東潤ほか 10:49 講談社 913-ｹ

〃 夢も見ずに眠った。 絲山秋子 9:16 河出書房新社 913-ｲ

〃 おんなのことば 茨木のり子 1:26 童話屋 911-ｲ

〃 個人のたたかい　詩人評伝シリーズ金子光春 茨木のり子 2:04 童話屋 911-ｶ

〃 獏さんがゆく　詩人評伝シリーズ山之口獏 茨木のり子 1:48 童話屋 911-ﾔ

〃 比類なきジーヴス Ｐ.Ｇ.ウッドハウス 11:01 国書刊行会 933-ｳ

〃 天地明察 沖方丁 17:09 角川書店 913-ｳ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 号泣する準備はできていた 江國香織 5:15 新潮社 913-ｴ

〃 流しのしたの骨 江國香織 5:45 マガジンハウス 913-ｴ

〃 こころ　花あかり 岡部伊都子 6:59 海竜社 914-ｵ

〃 遺言のつもりで　伊都子一生語り下ろし 岡部伊都子 11:31 藤原書店 910-ｵ

〃 博士の愛した数式 小川洋子 7:31 新潮社 913-ｴ

〃 ブラフマンの埋葬 小川洋子 3:47 講談社 913-ｴ

〃 犬のしっぽを撫でながら 小川洋子 5:36 集英社 914-ｵ

〃 イン・ザ・プール 奥田英朗 7:14 文藝春秋 913-ｵ

〃 空中ブランコ 奥田英朗 8:25 文藝春秋 913-ｵ

〃 町長選挙 奥田英朗 7:42 文藝春秋 913-ｵ

〃 真夜中のマーチ 奥田英朗 9:33 集英社 913-ｵ

〃 大阪シンフォニー 小田実 11:22 中央公論新社 913-ｵ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 積極的その日暮らし 落合恵子 7:26 朝日新聞出版 914-ｵ

〃 さざなみ情話 乙川優三郎 7:30 朝日新聞社 913-ｵ

〃 武家用心集 乙川優三郎 9:17 集英社 913-ｵ

〃 冬の標 乙川優三郎 11:31 中央公論新社 913-ｵ

〃 むこうだんばら亭 乙川優三郎 8:53 新潮社 913-ｵ

〃 夜のピクニック 恩田陸 10:11 新潮社 913-ｵ

〃 大江戸「町」物語 小杉健治ほか 8:41 宝島社 913-ｵ

〃 大江戸「町」物語　風 和田はつ子ほか 6:38 宝島社 913-ｵ

〃 ザビエルとその弟子 加賀乙彦 6:23 講談社 913-ｶ

〃 精霊探偵 梶尾真治 9:57 新潮社 913-ｶ

〃 黄泉がえり 梶尾真治 13:17 新潮社 913-ｶ

〃 大おばさんの不思議なレシピ 柏葉幸子 3:00 偕成社 913-ｶ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 ドードー鳥の小間使い 柏葉幸子 3:04 偕成社 913-ｶ

〃 とび丸竜の案内人 柏葉幸子 2:30 偕成社 913-ｶ

〃 家康、江戸を建てる 門井慶喜 10:53 詳伝社 913-ｶ

〃 長江 加藤幸子 10:30 新潮社 913-ｶ

〃 日本断層地帯 鎌田慧 7:18 筑摩書房 916-ｶ

〃 いそがなくてもいいんだよ 岸田衿子 0:37 童話屋 911-ｷ

〃 マンボウ愛妻記 北杜夫 5:24 講談社 914-ｷ

〃 絶海にあらず　上 北方謙三 12:19 中央公論新社 913-ｷ

〃 絶海にあらず　下 北方謙三 11:38 中央公論新社 913-ｷ

〃 煤煙 北村薫 14:43 講談社 913-ｷ

〃 鷺と雪 北村薫 5:21 文藝春秋 913-ｷ

〃 覆面作家は二人いる 北村薫 5:50 角川書店 913-ｷ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 夜の蝉 北村薫 7:22 東京創元社 913-ｷ

〃 覘き小平次（のぞきこへいじ） 京極夏彦 12:21 中央公論新社 913-ｷ

〃 後巷説百物語 京極夏彦 21:21 角川書店 913-ｷ

〃 Ｉ’ｍ　ｓｏｒｒｙ，ｍａｍａ．（ｱｲﾑｿｰﾘｰﾏﾏ） 桐野夏生 6:24 集英社 913-ｷ

〃 魂萌え！ 桐野夏生 17:58 毎日新聞社 913-ｷ

〃 リアルワールド 桐野夏生 8:02 集英社 913-ｷ

〃 おしゃべりな銀座 銀座百点　編 7:56 扶桑社 914-ｵ

〃 むかしあるところに 楠山正雄 1:50 童話屋 913-ｸ

〃 富良野風話（ふらのふうわ）　失われた森厳 倉本聰 4:26 理論社 914-ｸ

〃 天の刻 小池真理子 6:42 文藝春秋 913-ｺ

〃 夜の寝覚め 小池真理子 7:16 集英社 913-ｺ

〃 夜は満ちる 小池真理子 7:01 新潮社 913-ｺ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 律子慕情 小池真理子 6:34 集英社 913-ｺ

〃 草莽 郷静子 9:20 まほろば書房 913-ｺ

〃 タイガー理髪店心中 小暮夕紀子 5:54 朝日新聞出版 913-ｺ

〃 俳句の見える風景 後藤比奈夫 4:04 朝日新聞社 911-ｺﾞ

〃 老いるには覚悟がいる 米谷ふみ子 4:58 海竜社 914-ｺ

〃 けったいなアメリカ人 米谷ふみ子 8:19 集英社 914-ｺ

〃 サンデー・ドライブ 米谷ふみ子 5:23 集英社 913-ｺ

〃 ファミリー・ビジネス 米谷ふみ子 5:42 新潮社 913-ｺ

〃 御師弥五郎　　 西條奈加 8:32 詳伝社 913-ｻ

〃 ジーク　　月のしずく日のしずく 斉藤洋 6:46 偕成社 913-ｻ

〃 ジークⅡ　ゴルドニア戦記 斉藤洋 5:01 偕成社 913-ｻ

〃 白狐魔記　1巻　源平の風　 斉藤洋 4:08 偕成社 913-ｻ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 白狐魔記　2巻　蒙古の波　 斉藤洋 4:54 偕成社 913-ｻ

〃 白狐魔記　3巻　洛中の火　 斉藤洋 5:52 偕成社 913-ｻ

〃 白狐魔記　4巻　戦国の雲　 斉藤洋 6:44 偕成社 913-ｻ

〃 ひとりでいらっしゃい　七つの怪談 斉藤洋 2:52 偕成社 913-ｻ

〃 わが師　山本周五郎 早乙女貢 4:41 第三文明社 910-ｻ

〃 深川しぐれ河岸 早乙女貢 4:58 文芸社 913-ｻ

〃 黒い悪魔 佐藤賢一 16:58 文藝春秋 913-ｻ

〃 物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美 7:12 講談社 913-ｻ

〃 物書同心居眠り紋蔵　　隼小僧異聞 佐藤雅美 8:03 講談社 913-ｻ

〃 物書同心居眠り紋蔵　　密約 佐藤雅美 8:35 講談社 913-ｻ

〃 物書同心居眠り紋蔵　　お尋者 佐藤雅美 8:36 講談社 913-ｻ

〃 物書同心居眠り紋蔵　　老博奕打ち 佐藤雅美 8:03 講談社 913-ｻ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 物書同心居眠り紋蔵　　四両二分の女 佐藤雅美 7:35 講談社 913-ｻ

〃 物書同心居眠り紋蔵　　白い息 佐藤雅美 9:18 講談社 913-ｻ

〃 神も仏もありませぬ 佐野洋子 4:19 筑摩書房 914-ｻ

〃 一号線を北上せよ 沢木耕太郎 11:35 講談社 915-ｻ

〃 無名 沢木耕太郎 8:01 幻冬舎 916-ｻ

〃 火定 澤田瞳子 12:24 PHP研究所 913-ｻ

〃 与楽の飯 澤田瞳子 10:32 光文社 913-ｻ

〃 哀愁的東京 重松清 12:10 光文社 913-ｼ

〃 その日のまえに 重松清 8:50 文藝春秋 913-ｼ

〃 小さき者へ 重松清 11:52 毎日新聞社 913-ｼ

〃 ビタミンＦ 重松清 7:16 新潮社 913-ｼ

〃 讃歌 篠田節子 9:16 朝日新聞社 913-ｼ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 静かな黄昏の国 篠田節子 10:14 角川書店 913-ｼ

〃 逃避行 篠田節子 7:56 光文社 913-ｼ

〃 バレンタイン 柴田元幸 2:47 新書館 913-ｼ

〃 リトル・バイ・リトル 島本理生 4:20 講談社 913-ｼ

〃 世界文学の名作と主人公　総解説 自由国民社　編 35：31 自由国民社 903-ｾ

〃 終着駅 白川道 18:36 新潮社 913-ｼ

〃 わたしを束ねないで 新川和江 1:22 童話屋 911-ｼ

〃 ほんとうはこんな本が読みたかった！ 神宮輝夫　監修 7:34 原書房 909-ﾎ

〃 霧のむこうに住みたい 須賀敦子 4:25 河出書房新社 914-ｽ

〃 地図のない道 須賀敦子 4:39 新潮社 914-ｽ

〃 遠い朝の本たち 須賀敦子 6:07 筑摩書房 914-ｽ

〃 トリエステの坂道 須賀敦子 6:08 みすず書房 914-ｽ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 東京影同心 杉本章子 8:13 講談社 913-ｽ

〃 大風呂敷　後藤新平の生涯　上･下 杉森久英 20:33 毎日新聞社 913-ｽ

〃 えびす聖子 髙橋克彦 9:37 幻冬舎 913-ﾀ

〃 おこう紅絵暦 髙橋克彦 6:24 文藝春秋 913-ﾀ

〃 京伝怪異帖 髙橋克彦 16:42 中央公論新社 913-ﾀ

〃 幻日 髙橋克彦 7:55 小学館 913-ﾀ

〃 春朗合わせ鏡 髙橋克彦 8:01 文藝春秋 913-ﾀ

〃 だましゑ歌麿 髙橋克彦 15:48 文藝春秋 913-ﾀ

〃 きれいな人 髙橋たか子 9:35 講談社 913-ﾀ

〃 湯けむり浄土 髙橋義夫 5:28 中央公論新社 913-ﾀ

〃 若草姫　花輪大八湯守り日記 髙橋義夫 6:30 中央公論新社 913-ﾀ

〃 新リア王　上･下 高村薫 35:03 新潮社 913-ﾀ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 晴子情歌　上･下 高村薫 28:06 新潮社 913-ﾀ

〃 南総里見八犬伝　一～四　 滝沢馬琴 14:49 偕成社 913-ﾀ

〃 富士山　 田口ランディ 8:04 文藝春秋 913-ﾀ

〃 邂逅 多田富雄･鶴見和子 4:14 藤原書店 914-ﾀ

〃 母の乳房 立松和平 6:09 河出書房新社 913-ﾀ

〃 日高 立松和平 6:22 新潮社 913-ﾀ

〃 一滴の水から　ヤポネシア春夏秋冬 立松和平 6:32 浩気社 915-ﾀ

〃 良寛さんのうた 田中和雄　編 0:39 童話屋 911-ﾀ

〃 楽天少女通ります 田辺聖子 6:24 日本経済新聞社 910-ﾀ

〃 田辺聖子の小倉百人一首 田辺聖子 14:46 角川書店 911-ﾀ

〃 とんずら屋弥生請負帖 田牧大和 7:53 角川書店 913-ﾀ

〃 漱石と英文学 塚本利明 33：10 彩流社 910-ﾅ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 愛と永遠の青い空 辻仁成 7:50 幻冬舎 913-ﾂ

〃 代筆屋 辻仁成 4:14 海竜社 913-ﾂ

〃 白仏 辻仁成 8:33 文藝春秋 913-ﾂ

〃 船出 辻征夫 1:24 童話屋 911-ﾂ

〃 銀齢の果て 筒井康隆 9:00 新潮社 913-ﾂ

〃 味に想う 角田房子 4:41 中央公論社 914-ﾂ

〃 アマゾンの歌 角田房子 8:38 中央公論社 916-ﾂ

〃 遍路みち 津村節子 4:29 講談社 913-ﾂ

〃 患者学のすすめ　”内発的”リハビリテーション 鶴見和子 7:07 藤原書店 914-ﾂ

〃 逢わばや見ばや 出久根達郎 8:52 講談社 913-ﾃﾞ

〃 逢わばや見ばや　完結編 出久根達郎 6:24 講談社 913-ﾃﾞ

〃 えじゃないか 出久根達郎 7:13 中央公論新社 913-ﾃﾞ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 御書物同心日記　1巻 出久根達郎 6:25 講談社 913-ﾃﾞ

〃 御書物同心日記　2巻　秘画 出久根達郎 7:17 講談社 913-ﾃﾞ

〃 御書物同心日記　3巻　虫姫 出久根達郎 6:25 講談社 913-ﾃﾞ

〃 おんな飛脚人 出久根達郎 7:53 講談社 913-ﾃﾞ

〃 土龍（もぐら） 出久根達郎 8:29 講談社 913-ﾃﾞ

〃 いつのまにやら本の虫 出久根達郎 8:31 講談社 914-ﾃﾞ

〃 犬大将ビッキ 出久根達郎 5:42 中央公論新社 914-ﾃﾞ

〃 嘘も隠しも 出久根達郎 6:10 富士見書房 914-ﾃﾞ

〃 死にたもう母 出久根達郎 7:10 新潮社 914-ﾃﾞ

〃 残りのひとくち 出久根達郎 6:03 中央公論新社 914-ﾃﾞ

〃 竜馬と弥太郎 堂門冬二 7:59 日本放送出版協会 913-ﾄﾞ

〃 悪霊 中上紀 5:56 毎日新聞社 913-ﾅ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 眉山は哭く 中村彰彦 6:30 文藝春秋 913-ﾅ

〃 二つの山河（ふたつのさんが） 中村彰彦 6:02 文藝春秋 913-ﾅ

〃 土の中の子供 中村文則 4:02 新潮社 913-ﾅ

〃 冬虫夏草 梨木香歩 7:37 新潮社 913-ﾅ

〃 検事　霞夕子　風極の岬 夏樹静子 6:59 新潮社 913-ﾅ

〃 茉莉子 夏樹静子 10:41 中央公論新社 913-ﾅ

〃 見えない貌（カオ） 夏樹静子 19:52 光文社 913-ﾅ

〃 椅子がこわい　私の腰痛放浪記 夏樹静子 6:27 文藝春秋 916-ﾅ

〃 川床にえくぼが三つ にしがきようこ 5:40 小学館 913-ﾆ

〃 青梅線レポートの謎 西村京太郎 5:49 KADOKAWA 913-ﾆ

〃 魔笛 野沢尚 14:20 講談社 913-ﾉ

〃 風の墓碑銘（エピタフ） 乃南アサ 14:38 新潮社 913-ﾉ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 しゃぼん玉 乃南アサ 8:01 朝日新聞社 913-ﾉ

〃 花散る頃の殺人 乃南アサ 8:30 新潮社 913-ﾉ

〃 嗤う闇 乃南アサ 9:16 新潮社 913-ﾉ

〃 風の耳朶 灰谷健次郎 7:17 理論社 913-ﾊ

〃 かもめのジョナサン（完成版） リチャード･バック 2:52 新潮社 933-ﾊﾞ

〃 蜩ノ記 葉室麟 10:01 詳伝社 913-ﾊ

〃 秋の森の奇跡 林真理子 9:55 小学館 913-ﾊ

〃 ウーマンズ・アイランド 林真理子 4:52 マガジンハウス 913-ﾊ

〃 野ばら 林真理子 10:12 文藝春秋 913-ﾊ

〃 花 林真理子 8:01 中央公論新社 913-ﾊ

〃 本朝金瓶梅 林真理子 8:00 文藝春秋 913-ﾊ

〃 本を読む女 林真理子 8:24 新潮社 913-ﾊ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 海霧　上・下 原田康子 35：30 講談社 913-ﾊ

〃 カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾 10:17 光文社 913-ﾋ

〃 麒麟の翼 東野圭吾 9:14 講談社 913-ﾋ

〃 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 12:05 角川書店 913-ﾋ

〃 野菊とバイエル 干刈あがた 7:48 集英社 913-ﾋ

〃 白い標的 樋口明雄 14:52 角川春樹事務所 913-ﾋ

〃 オニビシ 久間十義 8:13 講談社 913-ﾋ

〃 聖ジェームス病院 久間十義 17:35 光文社 913-ﾋ

〃 魔の国アンヌピウカ 久間十義 9:19 新潮社 913-ﾋ

〃 歌われたのは軍歌ではなく心の歌 日野原重明 8:16 新日本出版社 916-ﾋ

〃 中仙道六十九次 平岩弓枝 9:23 講談社 913-ﾋ

〃 日光例幣使道の殺人 平岩弓枝 7:09 講談社 913-ﾋ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝 7:15 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（一）大奥の恋人 平岩弓枝 8:19 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（二）江戸の海賊 平岩弓枝 7:28 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（三）又右衛門の女房 平岩弓枝 6:21 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（四）鬼勘の娘 平岩弓枝 7:15 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（五）御守殿おたき 平岩弓枝 6:18 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（六）春月の雛 平岩弓枝 7:17 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（七）寒椿の寺 平岩弓枝 6:52 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（八）春怨根津権現 平岩弓枝 7:19 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（九）王子稲荷の女 平岩弓枝 7:21 講談社 913-ﾋ

〃 はやぶさ新八御用帳（十）幽霊屋敷の女 平岩弓枝 6:28 講談社 913-ﾋ

〃 女（ファム） 藤田宜永 6:18 新潮社 913-ﾌ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 精霊の橋 星川淳 6:51 幻冬舎 913-ﾎ

〃 はじめての短歌 穂村弘 3:03 成美堂出版 911-ﾎ

〃 百忍 本間昭雄 1:34 聖明園後援会 911-ﾎ

〃 母　住井すゑ 増田れい子 4:32 海竜社 910-ｽ

〃 果報は海から 又吉栄喜 6:29 文藝春秋 913-ﾏ

〃 豚の報い 又吉栄喜 5:48 文藝春秋 913-ﾏ

〃 権現の踊り子 町田康 5:11 講談社 913-ﾏ

〃 パンク侍、斬られて候 町田康 11:52 マガジンハウス 913-ﾏ

〃 日本の神話 松谷みよ子 3:12 のら書店 913-ﾏ

〃 それから… まどみちお 1:06 童話屋 911-ﾏ

〃 百歳日記 まどみちお 3:16 日本放送協会 914-ﾏ

〃 舟を編む 三浦しをん 9:21 光文社 913-ﾐ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 妻　三浦綾子と生きた四十年　 三浦光世 6:21 海竜社 910-ﾐ

〃 桓武天皇　平安の覇王 三田誠広 12:49 作品社 913-ﾐ

〃 空海 三田誠広 15:00 作品社 913-ﾐ

〃 季節の森の物語 道浦母都子 4:26 朝日新聞社 911-ﾐ

〃 告白 湊かなえ 7:56 双葉社 913-ﾐ

〃 花の鎖 湊かなえ 9:27 文藝春秋 913-ﾐ

〃 仁淀川 宮尾登美子 10:14 新潮社 913-ﾐ

〃 平家物語の女たち 宮尾登美子 4:16 朝日新聞社 913-ﾐ

〃 つむぎの糸 宮尾登美子 5:09 新潮社 914-ﾐ

〃 めぐる季節を生きて 宮尾登美子 10:13 講談社 914-ﾐ

〃 管仲（上） 宮城谷昌光 7:57 角川書店 913-ﾐ

〃 管仲（下） 宮城谷昌光 8:01 角川書店 913-ﾐ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 春秋名臣列伝 宮城谷昌光 10:06 文藝春秋 913-ﾐ

〃 戦国名臣列伝 宮城谷昌光 10:49 文藝春秋 913-ﾐ

〃 羊と鋼の森 宮下奈都 7:06 文藝春秋 913-ﾐ

〃 孤宿の人　上 宮部みゆき 12:40 新人物往来社 913-ﾐ

〃 孤宿の人　下 宮部みゆき 12:37 新人物往来社 913-ﾐ

〃 誰か 宮部みゆき 12:08 実業之日本社 913-ﾐ

〃 名もなき毒 宮部みゆき 15:58 幻冬舎 913-ﾐ

〃 日暮し　上 宮部みゆき 10:07 講談社 913-ﾐ

〃 日暮し　下 宮部みゆき 10:47 講談社 913-ﾐ

〃 一葉の口紅　曙のリボン 群ようこ 6:41 筑摩書房 913-ﾐ

〃 人生勉強 群ようこ 4:29 幻冬舎 913-ﾐ

〃 しいちゃん日記 群ようこ 5:19 マガジンハウス 914-ﾑ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 世間のドクダミ 群ようこ 3:58 筑摩書房 914-ﾑ

〃 ビーの話 群ようこ 5:19 筑摩書房 914-ﾑ

〃 たぬき先生のゲンコ 毛利子来 5:25 金曜日 914-ﾓ

〃 昭和のジュークボックス 森まゆみ 5:04 旬報社 914-ﾓ

〃 その日暮らし 森まゆみ 7:06 みすず書房 914-ﾓ

〃 寺暮らし 森まゆみ 6:00 みすず書房 914-ﾓ

〃 読書休日 森まゆみ 8:51 晶文社 914-ﾓ

〃 路地の匂い町の音 森まゆみ 7:50 旬報社 914-ﾓ

〃 仇花　（あだばな） 諸田玲子 12:18 光文社 913-ﾓ

〃 お鳥見女房　1巻 諸田玲子 8:23 新潮社 913-ﾓ

〃 お鳥見女房　2巻　蛍の行方 諸田玲子 8:02 新潮社 913-ﾓ

〃 お鳥見女房　3巻　鷹姫さま 諸田玲子 8:22 新潮社 913-ﾓ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 お鳥見女房　4巻　狐狸の恋 諸田玲子 7:42 新潮社 913-ﾓ

〃 紅の袖 諸田玲子 7:28 新潮社 913-ﾓ

〃 昔日より 諸田玲子 7:02 講談社 913-ﾓ

〃 其の一日 諸田玲子 5:58 講談社 913-ﾓ

〃 蓬莱橋にて 諸田玲子 6:26 詳伝社 913-ﾓ

〃 末世炎上 諸田玲子 18:41 講談社 913-ﾓ

〃 洛中洛外画狂伝 谷津矢車 12:42 学研パブリッシング 913-ﾔ

〃 てのひら 谷津矢車 11:34 学研パブリッシング 913-ﾔ

〃 三人孫市 谷津矢車 10:57 中央公論新社 913-ﾔ

〃 癒やされて生きる 柳澤桂子 4:31 岩波書店 914-ﾔ

〃 両足をなくして　車椅子記者のたたかい 藪下彰治朗 5:26 晶文社 916-ﾔ

〃 見なれた町に風が吹く 山田太一 6:58 中央公論新社 913-ﾔ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 誰かへの手紙のように 山田太一 7:07 マガジンハウス 914-ﾔ

〃 逃げていく街 山田太一 9:03 マガジンハウス 914-ﾔ

〃 光る海へ 山名美和子 11:27 新人物往来社 913-ﾔ

〃 今夜は心だけ抱いて 唯川恵 7:48 朝日新聞社 913-ﾕ

〃 １００万回の言い訳 唯川恵 10:46 新潮社 913-ﾕ

〃 燃えつきるまで 唯川恵 7:23 幻冬舎 913-ﾕ

〃 看守眼 横山秀夫 7:20 新潮社 913-ﾖ

〃 クライマーズ･ハイ 横山秀夫 13:11 文藝春秋 913-ﾖ

〃 真相 横山秀夫 8:02 双葉社 913-ﾖ

〃 震度０（ゼロ） 横山秀夫 12:08 朝日新聞社 913-ﾖ

〃 第三の時効 横山秀夫 9:44 集英社 913-ﾖ

〃 出口のない海 横山秀夫 8:06 講談社 913-ﾖ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 父吉川英治 吉川英明 9:48 講談社 910-ﾖ

〃 つむじ風食堂の夜 吉田篤弘 3:13 筑摩書房 913-ﾖ

〃 あの空の下で 吉田修一 3:55 木楽舎 913-ﾖ

〃 贈るうた 吉野弘 0:45 花神社 911-ﾖ

〃 必笑　小咄のテクニック 米原万理 4:24 集英社 901-ﾖ

〃 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万里 8:04 角川書店 914-ﾖ

〃 パンツの面目ふんどしの沽券 米原万里 7:33 筑摩書房 914-ﾖ

〃 ナルニア国物語　１巻　ライオンと魔女 C.S.ルイス 7:15 岩波書店 933-ﾙ

〃 西遊記　上･中･下 渡辺仙州　編訳 13:40 偕成社 923-ﾜ

〃 三国志①　英傑雄飛の巻 渡辺仙州　編訳 9:40 偕成社 923-ﾜ

〃 三国志②　臥竜出蘆の巻 渡辺仙州　編訳 9:33 偕成社 923-ﾜ

〃 三国志③　三国鼎立の巻 渡辺仙州　編訳 8:09 偕成社 923-ﾜ



書　　　　名 著者名 収録時間 出版社 分類

文学 三国志④　天命帰一の巻 渡辺仙州　編訳 9:14 偕成社 923-ﾜ

〃 三国志早わかりハンドブック　三国志別巻 渡辺仙州　編訳 7:53 偕成社 923-ﾜ

〃 はなはなみんみ物語　はなはみんみ物語１ わたりむつこ 6:52 リブリオ出版 913-ﾜ

〃 ゆらぎの詩の物語　はなはみんみ物語２ わたりむつこ 6:55 リブリオ出版 913-ﾜ

〃 よみがえる魔法の物語　はなはなみんみ物語３ わたりむつこ 7:34 リブリオ出版 913-ﾜ


