
　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

1 鞄に本だけつめこんで 群　ようこ 新潮社 1987 5

2 「超」勉強法 野口　悠紀雄 講談社 1995 5

3 コーランを知っていますか 阿刀田　高 新潮社 2003 6

4 仏教とっておきの話　３６６　春の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 4

5 仏教とっておきの話　３６６　夏の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 4

6 仏教とっておきの話　３６６　秋の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 4

7 仏教とっておきの話　３６６　冬の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 4

8 多摩湖の歴史　－湖底の遺跡と村の発掘－
「多摩湖の歴史」編集委
員会

東大和市多摩
湖遺跡群調査
会

1980 14

9 忠臣蔵の謎 中江　克己 河出書房新社 1994 4

10 大和町史 大和町教育委員会 大和町 1963 20

11
論証　昭和から平成へ　（朝日新聞記事
1989年1月19日～1月25日）

朝日新聞社 1989 2

12 私の戦争 黒木　和雄
岩波ジュニア新書　４
７９

岩波書店 2004 4

　　　　１　総記・図書

　　　　２　宗教

　　　　３　歴史
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

13
皇太子妃関連新聞記事（読売）　１９９３年１月
の記事より抜粋

読売新聞社 1993 1

14 狭山丘陵に生きて　自伝 尾崎　清太郎 けやき出版 1992 5

15
のらくろひとりぼっち　－夫・田河水泡と共に
歩んで－

高見沢　潤子 光人社 1983 7

16 未来への記憶　上　　－自伝の試み－ 河合　隼雄 岩波新書 岩波書店 2001 4

17 未来への記憶　下　　－自伝の試み－ 河合　隼雄 岩波新書 岩波書店 2001 4

18
歴史と人間　－戦国の武将と幕末の人傑たち
－

NHKカセット
NHKサービス
センター製作

10

19 東京のなかの江戸 加太　こうじ 立風書房 1988 5

20
保養と湯治の宿－健康増進に良い温泉旅館
１５０選－

日本交通公社
東京ヘレンケラー協
会

日本交通公社 1986 6

21 ５７人の死刑囚 大塚　公子 角川書店 1995 5

22 国家の品格 藤原　正彦 新潮社 2005 3

23 市政二十年の軌跡　回想 尾崎　清太郎 けやき出版 1992 8

24 超バカの壁 養老　孟司 新潮新書 新潮社 2006 4

　　　　４　伝記

　　　　５　地理

　　　　６　社会科学・政治・法律
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

25 土光さんやろう！　－行革は日本を救う－ 土光　敏夫 山手書房 1982 8

26 東大和市市制施行２０周年記念誌 東大和市企画財政部 東大和市 1990 2

27 東大和市第二次基本計画 東大和市企画財政部 東大和市 1993 7

28 おひとりさまの老後 上野　千鶴子 法研 2007 4

29 親の品格 坂東　眞理子 ＰＨＰ研究所 2007 4

30 介護の現場で何が起きているのか 生井　久美子
朝日新聞出版
局

2000 7

31
快楽殺人の心理　－ＦＢＩ心理分析官のノート
より－

レスラー，ロバート・
Ｋ．

講談社 1995 7

32 家庭のない家族の時代 小此木　啓吾 ABC出版 1983 6

33
シンデレラ・コンプレックス　－自立にとまどう
女の告白－

ダウリング，コレット 三笠書房 1983 7

34
中高年からの介護予防読本　－すばらしい
「老い」を求めて－

東京都福祉保健局高齢
社会対策部介護保険課

東大和市 2005 2

35 積木くずし 穂積　隆信 桐原書店 1983 5

36 手業に学べ　地の巻 塩野　米松 小学館 1996 5

37 手業に学べ　天の巻 塩野　米松 小学館 1996 5

38 手業に学べ　風の巻 塩野　米松 小学館 2000 5

　　　　７　福祉・社会病理・仕事・家族
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項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

39 手業に学べ　月の巻 塩野　米松 小学館 2000 6

40 わたしは盲導犬イエラ 日比野　イエラ
ミネルバヴァ
書房

1997 5

41
渡辺荘の宇宙人　－指点字で交信する日々
－

福島　智 素朴社 1995 4

42 今はむかし大和村　再販
東大和市企画財政部秘
書広報課

東大和市企画
財政部秘書広
報課

1986 4

43 日本むかしばなし集 新潮カセットブック 新潮社 1

44 日本昔ばなし１００話 日本民話の会 国土社 1986 8

45 東大和のよもやまばなし 郷土史みちの会
東大和市教育
委員会

1982 6

46
マッターホルンの空中トイレ　－女性登山家が
語る山・旅・トイレ－

今井　通子 ＴＯＴＯ出版 1995 4

47 柳田国男作品集　第一巻 柳田　國男 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

48 柳田国男作品集　第二巻 柳田　國男 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

49 柳田国男作品集　第三巻 柳田　國男 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

50 生きがいについて 神谷　美恵子
神谷美恵子著作集
１

みすず書房 1980 11

51 生きかた上手 日野原　重明 ユーリーグ 2001 3

　　　　８　民俗学

　　　　９　数学・医学
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

52
医者を選ぶのも寿命のうち　－医者だから語
れる主治医の選び方－

松木　康夫 講談社 1994 4

53 がんはやっぱりストレスが原因だった 星野孝
主婦と生活
社

1994 5

54 死体は知っている 上野　正彦 角川書店 1994 4

55 死をどう生きたか　－私の心に残る人々－ 日野原　重明 中央公論社 1983 8

56
脳内革命　－脳からでるホルモンが生き方を
変える－

春山　茂雄
サンマーク出
版

1995 4

57 バカの壁 養老　孟司 新潮新書 新潮社 2003 4

58 病院で死ぬということ 山崎　章郎 主婦の友社 1990 5

59
病院で死ぬということ　続　－そして今、僕は
ホスピスに－

山崎　章郎 主婦の友社 1993 5

60 世にも美しい数学入門
藤原　正彦・小川　洋
子

ちくまプリマー新書　１１ 筑摩書房 2005 3

61 くらしの豆知識’９４
日産火災海上
保険

4

62 時代を拓いたファッションデザイナー 堀江　瑠璃子 未来社 1995 4

63 玉川上水　－水と緑と人間の賛歌－ アサヒタウンズ けやき出版 1988 6

　　　　１０　技術・工学・家政学

　　　　１１　通信
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項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

64 ニュースキャスター 筑紫　哲也 集英社新書 集英社 2002 4

65
青い月のバラード　－獄中結婚から永訣まで
－

加藤　登紀子 小学館 2003 4

66 頭にいっぱい太陽を モンタン，イヴ 講談社 1982 8

67 絶対音感 最相　葉月 小学館 1998 8

68 女の器量はことばしだい 広瀬　久美子 リヨン社 1985 6

69 日本語表と裏 森本　哲郎 新潮社 1985 8

70 小林秀雄講演　－本居宣長－ 小林　秀雄 新潮カセットブック 新潮社 2

71 本の森の狩人 筒井　康隆 岩波書店 1993 4

72 メルヘンの世界 相沢　博 講談社現代新書 講談社 1975 6

73 おくのほそ道 松尾　芭蕉 岩波文庫 岩波書店 1982 1

74 おくのほそ道
NHKサービス
センター

4

　　　　１３　言語学

　　　　１４　文学

　　　　１５　日本の詩歌・俳句，古典，日本の文学（小説･エッセイ・ルポルタージュ等を除く）

　　　　１２　音楽

6 ページ



　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

75 折々のうた 大岡　信 文芸カセット
NHKサービス
センター

4

76 源氏に愛された女たち 渡辺　淳一 集英社 1999 5

77 源氏物語 紫式部 中公カセットライブラリー 中央公論社 36

78
この一冊でわかる昭和の文学　　（「新潮」１９
８９年２月臨時増刊）

新潮社 1989 18

79 作句歳時記・新年 楠本　憲吉 講談社 1988 7

80 作句歳時記・春 楠本　憲吉 講談社 1989 10

81 作句歳時記・夏 楠本　憲吉 講談社 1989 9

82 作句歳時記・秋 楠本　憲吉 講談社 1989 9

83 作句歳時記・冬 楠本　憲吉 講談社 1989 9

84 紫苑の丈　句集 石橋　典子 平成俳句叢書　６ 東京四季出版 1998 2

85 父　中野好夫のこと 中野　利子 岩波書店 1992 4

86 どっきり花嫁の記　－はは与謝野晶子－ 与謝野　道子 主婦の友社 1967 5

87 俳句的生活 長谷川　櫂 中公新書 中央公論新社 2004 6

88
花衣ぬぐやまつわる．．．　－わが愛の杉田久
女－

田辺　聖子 集英社 1987 12
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項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

89 母住井すゑ 増田　れい子 海竜社 1998 3

90 平家物語　－夢とまぼろし－ 東京書芸館 6

91 村山リウ源氏を語る 村山　リウ 創元社 1988 20

92 桃尻語訳枕草子 橋本　治 河出サウンド文庫 河出書房新社 1

93 納棺夫日記　増補改訂版 青木　新門 文春文庫 文藝春秋 1996 4

94 こぼれ種 青木　玉 新潮社 2000 4

95 ゴールド・マイク 赤川　次郎 幻冬舎ノベルス 幻冬舎 1999 4

96 隣の芝生にご用心 赤川　次郎 新潮社 1994 3

97 幽霊から愛をこめて　－青春ミステリー－ 赤川　次郎 集英社文庫 集英社 1984 4

98 夜に迷って 赤川　次郎 光文社 1994 4

99 空耳アワワ 阿川　佐和子 中央公論新社 2005 3

100 トゲトゲの気持 阿川　佐和子 中央公論新社 2003 3

101 芥川龍之介作品集　第一巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

　　　　１６　日本の小説・エッセイ・日記・紀行・ルポルタージュ
　　　　　　　　【個人著者名順 同じ著者の作品は書名の５０音順】
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

102 芥川龍之介作品集　第二巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

103 芥川龍之介作品集　第三巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

104 芥川龍之介作品集　第四巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

105 芥川龍之介作品集　第五巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

106 芥川龍之介作品集　第六巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

107 芥川龍之介作品集　第七巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

108 芥川龍之介作品集　第八巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

109 霞町物語 浅田　次郎 講談社 1998 5

110 青春デンデケデケデケ 芦原　すなお 河出書房新社 1991 5

111 穂高吊り尾根殺人事件 梓　林太郎 トクマノベルス 徳間書店 1998 4

112 流転山脈 梓　林太郎 幻冬舎 1997 5

113 明日物語 阿刀田　高 文春文庫 文藝春秋 1990 5

114 影まつり 阿刀田　高 集英社 2005 5

115 危険信号 阿刀田　高 講談社 1980 8

116 メトロポリタン 阿刀田　高 文藝春秋 1999 6
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項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

117 夜の風見鳥 阿刀田　高 朝日新聞社 1996 3

118
有島武郎作品集　第一巻（テープ一巻目の
み）

有島　武郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

1

119 有島武郎作品集　第二巻 有島　武郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

120 有島武郎作品集　第三巻 有島　武郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

121 白い兎が逃げる 有栖川　有栖 光文社 2003 7

122 和宮様御留 有吉　佐和子 NHKサービスセンター NHKカセット 3

123 歴史を彩った悪女・才女・賢女 安西　篤子 講談社 1985 7

124 緋の喪章 生口　十朗 近代文芸社 1982 8

125 そよ風ときにはつむじ風 池部　良 毎日新聞社 1990 5

126 手のひらで知る世界 石井　康子 思想の科学社 1984 6

127 石川啄木作品集　第一巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

128 石川啄木作品集　第二巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

129 石川啄木作品集　第三巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

130 石川啄木作品集　第四巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

131 ツキコの月 伊集院　静 角川書店 2005 6
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項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

132 泉鏡花作品集　第一巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

133 泉鏡花作品集　第二巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

134 泉鏡花作品集　第三巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

135 泉鏡花作品集　第四巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

136 百の旅　千の旅 五木　寛之 小学館 2004 5

137 みみずくの夜メール 五木　寛之 朝日新聞社 2003 3

138 伊藤左千夫作品集　第二巻 伊藤　左千夫 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

139 伊藤左千夫作品集　第一巻 伊藤　左千夫 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

140 伊藤左千夫作品集　第三巻 伊藤　左千夫 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

141 大江戸作者伝 井上　ひさし
NHKサービス
センター

7

142 少年・あかね雲 井上　靖 新潮文庫 新潮社 1982 5

143 井伏鱒二 井伏　鱒二 新潮カセットブック 新潮社 2

144
入江侍従長日記　－「昭和天皇」との日々－
（朝日新聞記事　平成元年１月１２日～２月２
４日）

入江　相政 朝日新聞社 1989 3

145 巖谷小波作品集　第一巻 巖谷　小波 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

146 巖谷小波作品集　第二巻 巖谷　小波 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

147 紫紺のつばめ 宇江佐　真理
髪結い伊三次捕物余話
２

文藝春秋 1999 5

148
卵のふわふわ　－八丁堀喰い物草紙・江戸前
でもなし－

宇江佐　真理 講談社 2004 5

149 藍色回廊殺人事件 内田　康夫 講談社 1998 7

150 歌わない笛 内田　康夫 徳間書店 1994 5

151 棄霊島（きれいじま）　上 内田　康夫 文藝春秋 2006 7

152 棄霊島（きれいじま）　下 内田　康夫 文藝春秋 2006 7

153 化生の海 内田　康夫 新潮社 2003 10

154 中央構造帯 内田　康夫 講談社 2002 10

155 氷雪の殺人 内田　康夫 文藝春秋 1999 8

156 沃野の伝説　上 内田　康夫 朝日新聞社 1994 6

157 沃野の伝説　下 内田　康夫 朝日新聞社 1994 6

158 転がしお銀 内館　牧子 文藝春秋 2003 6

159 夜はまだあけぬか 梅棹　忠夫 講談社 1989 5

160 彩霧 円地　文子 新潮社 1977 8
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

161 人形姉妹 円地　文子 集英社 1975 7

162 海と毒薬 遠藤　周作 新潮文庫 新潮社 1977 6

163 怪奇小説集 遠藤　周作 講談社 1973 6

164 心の航海図 遠藤　周作 文藝春秋 1994 5

165 第二怪奇小説集 遠藤　周作 講談社 1977 4

166 沈黙 遠藤　周作 新潮社 1981 9

167 ファーストレディ　上 遠藤　周作 新潮文庫 新潮社 1991 5

168 ファーストレディ　下 遠藤　周作 新潮文庫 新潮社 1991 5

169 ボクは好奇心のかたまり 遠藤　周作 新潮社 1976 7

170 真昼の悪魔 遠藤　周作 新潮社 1981 7

171 わが恋（おも）う人は 遠藤　周作 講談社 1987 7

172 夫の宿題 遠藤　順子 ＰＨＰ研究所 1998 4

173 「新しい人」の方へ 大江　健三郎 朝日新聞社 2003 3

174 事件　（新潮現代文学２３「野火，事件」より） 大岡　昇平 新潮社 1978 11

175 狼花（おおかみばな） 大沢　在昌 新宿鮫　Ⅸ 光文社 2006 11
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（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

176 新宿鮫　風化水脈 大沢　在昌 毎日新聞社 2000 11

177 死に花 太田　蘭三 角川書店 2003 7

178 摩天崖 太田　蘭三 祥伝社 1998 4

179 ダブルダウン 岡嶋　二人 小学館 1987 7

180 もっと生きたい！ 岡田　真美 日本テレビ 1982 5

181 影を踏まれた女　－岡本綺堂怪談集－ 岡本　綺堂 光文社 1988 6

182 白髪鬼　－岡本綺堂怪談集－ 岡本　綺堂 光文社文庫 光文社 1989 6

183 半七捕物帳（一）（二） 岡本　綺堂 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

4

184 博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 2003 5

185 ブラフマンの埋葬 小川　洋子 講談社 2004 3

186 背負い水 荻野　アンナ 文藝春秋 1991 4

187 尾崎紅葉作品集　第一巻 尾崎　紅葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

188 尾崎紅葉作品集　第二巻 尾崎　紅葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

189 赤穂浪士 大仏　次郎
ポニー・カセット文庫シ
リーズ・エリート

ポニー 5

190 中庭の出来事 恩田　陸 新潮社 2006 9
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

191 夜のピクニック 恩田　陸 新潮社 2004 7

192 生きている心臓（上） 加賀　乙彦 講談社 1991 7

193 生きている心臓（下） 加賀　乙彦 講談社 1991 7

194 小暗い森　上 加賀　乙彦 新潮社 1991 9

195 小暗い森　下 加賀　乙彦 新潮社 1991 8

196 葛西善藏作品集　第一巻 葛西　善蔵 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

197 梶井基次郎作品集　第一巻 梶井　基次郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

198 梶井基次郎作品集　第二巻 梶井　基次郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

199 龍宮 川上　弘美 文藝春秋 2002 4

200 川端康成作品集　第一巻 川端　康成 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

201 川端康成作品集　第二巻 川端　康成 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

202 雪国 川端　康成
ラビット文庫朗読ライブ
ラリー

東京エーヴィ
センター

3

203
見えなくても・愛　－全盲の妻として、母として
－

河辺　豊子 クロビュー社 1983 7

204 ベラルーシの林檎 岸　惠子 朝日新聞社 1993 5

205 どくとるマンボウ医局記 北　杜夫 中央公論社 1993 5
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

206 楠木正成 北方　謙三 中央公論新社 2000 10

207 峠 北原　亞以子 慶次郎縁側日記　４ 新潮社 2000 6

208 ローズガーデン 桐野　夏生 講談社 2000 4

209 ケヤキ横丁の住人 金田一　春彦 東京書籍 1984 6

210 国木田独歩作品集　第一巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

211 国木田独歩作品集　第二巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

212 国木田独歩作品集　第三巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

213 国木田独歩作品集　第四巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

214 わたしはオバン　－妻へ・母へ・女性たちへ－ 久保　克児 主婦の友社 1982 6

215
告知　　－外科医自ら実践した妻へのガン告
知と末期医療－

熊沢　健一
マガジンハウ
ス

1999 5

216 花のある暮らし 栗田　勇 岩波新書 岩波書店 2002 5

217 眠れる霧に 黒井　千次 文藝春秋 1987 9

218 チョッちゃんがいくわよ 黒柳　朝
主婦と生活
社

1982 7

219 小さいときから考えてきたこと 黒柳　徹子 新潮社 2001 5
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

220 薔薇船 小池　真理子 早川書房 1999 4

221
マッシュ「駆けろ」！　－世界最長の犬ゾリ・
レース完走記－

小嶋　一男 山と溪谷社 1988 5

222
白い杖のひとり旅　　－ニュ－ジ－ランド手探
り紀行－

小寺　洋一 連合出版 1999 6

223 愛、みつけた　－小さな命の置きみやげ－ 小林　完吾 二見書房 1983 7

224 小林多喜二作品集　第一巻 小林　多喜二 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

225 小林多喜二作品集　第二巻 小林　多喜二 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

226
ニューギニア　生きてた英霊　－戦わずに消
えた戦闘部隊－

小林　武 小林武 1992 5

227 星条旗の蔭で 小向　喜美子 豊文堂 1986 5

228 らすとこんさあと 小室　薫
朝日出版
サービス

1991 3

229 鎌倉ＮＧＯ紫苑の家　－火美子の夢－ 斎藤　栄 カッパ・ノベルス 光文社 2003 4

230 神戸天童殺人事件　－赤い猫の謎－ 斎藤　栄 徳間書店 1994 4

231 探梅ノ家 佐伯　泰英
居眠り磐音江戸双紙　１
２

双葉社 2005 5

232 七人目の刺客 早乙女　貢 文芸社 2002 6

233 さるのこしかけ さくら　ももこ 集英社 1992 3
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発売社）
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234 もものかんづめ さくら　ももこ 集英社 1991 3

235 解夏（げげ） さだ　まさし 幻冬舎 2002 7

236 私の遺言 佐藤　愛子 新潮社 2003 6

237 首を斬られにきたの御番所 佐藤　雅美 縮尻鏡三郎　２ 文藝春秋 2004 5

238 縮尻鏡三郎　　上 佐藤　雅美 ＮＨＫ出版 1999 6

239 縮尻鏡三郎　　下 佐藤　雅美 ＮＨＫ出版 1999 6

240 完全犯罪研究 佐野　洋 講談社 1983 7

241 有明の月　－豊臣秀次の生涯－ 澤田　ふじ子 廣済堂出版 1993 6

242 大蛇（おろち）の橋 澤田　ふじ子 幻冬舎 2001 6

243 村雨の首　－歴史小説集－ 澤田　ふじ子 廣済堂出版 1991 5

244 老いの道づれ　－二人で歩いた五十年－ 沢村　貞子 岩波書店 1995 3

245 貝のうた 沢村　貞子
暮しの手帖
社

1978 7

246 わたしの三面鏡 沢村　貞子
朝日新聞社出
版局

1983 4

247 そっと耳を澄ませば 三宮　麻由子 ＮＨＫ出版 2001 4

248 志賀直哉作品集　第一巻 志賀　直哉 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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発売社）

原本
出版年 巻数

249 女の老い支度 重兼　芳子 海竜社 1984 4

250 女の人生曇りのち晴れ 重兼　芳子
主婦と生活
社

1984 7

251 島崎藤村作品集　第一巻 島崎　藤村 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

252 島崎藤村作品集　第二巻 島崎　藤村 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

253 梅のしる志と 島津　久子 世論時報社 1985 5

254 深山に白く 島津　久子 世論時報社 1986 4

255 花ならアザミ 志水　辰夫 講談社 1991 5

256 庄司淺水ノンフィクション著作集 庄司　淺水 三修社 5

257 鼠（ねずみ）　－鈴木商店焼打ち事件－ 城山　三郎 文藝春秋 1988 7

258 小さな窓から 新藤　兼人 朝日新聞社 1985 6

259 ストロボ 真保　裕一 新潮社 2000 6

260 杉浦日名子の食・道・楽 杉浦　日名子 新潮社 2006 2

261 埋み火 杉本　苑子 NHKカセット
NHKサービ
スセンター

3

262 絵島疑獄　上 杉本　苑子 毎日新聞社 1983 10

263 絵島疑獄　下 杉本　苑子 毎日新聞社 1983 10
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264 大江戸ゴミ戦争 杉本　苑子 文藝春秋 1991 5

265 散華　上　－紫式部の生涯－ 杉本　苑子 中央公論社 1991 11

266 散華　下　－紫式部の生涯－ 杉本　苑子 中央公論社 1991 9

267 悲華水滸伝　　上 杉本　苑子 中央公論社 1998 12

268 悲華水滸伝　　中 杉本　苑子 中央公論社 1998 9

269 悲華水滸伝　　下 杉本　苑子 中央公論社 1998 12

270 牛久沼のほとり 住井　すゑ
暮しの手帖
社

1983 11

271 少年Ｈ　上巻 妹尾　河童 講談社 1997 7

272 少年Ｈ　下巻 妹尾　河童 講談社 1997 7

273 人間の運命　第一巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1976 11

274 人間の運命　第二巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1983 11

275 人間の運命　第三巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1982 11

276 人間の運命　第四巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1979 11

277 人間の運命　第五巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1976 12

278 人間の運命　第六巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1982 12
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279 人間の運命　第七巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1983 12

280 哀歌　上 曽野　綾子 毎日新聞社 2005 7

281 哀歌　下 曽野　綾子 毎日新聞社 2005 6

282 戒老録　－自らの救いのために－　増補新版 曾野　綾子 祥伝社 1983 6

283 悲しくて明るい場所 曾野　綾子 光文社 1992 5

284 中年以後 曾野　綾子 光文社 1999 4

285 天上の青　上 曾野　綾子 毎日新聞社 1990 7

286 天上の青　下 曾野　綾子 毎日新聞社 1990 8

287 なぜ人は恐ろしいことをするのか 曽野　綾子 講談社 2003 4

288 夜明けの新聞の匂い 曾野　綾子 新潮社 1990 5

289 ひさしぶりにさようなら 大道　珠貴 講談社 2003 3

290 ＨＯＫＫＡＩ 髙樹　のぶ子 新潮社 2005 6

291 不撓不屈 高杉　良 新潮社 2002 10

292 炎の経営者 高杉　良
サンケイ出
版

1986 8

293 さまよう霧の恋歌　上 高橋　治 新潮社 1991 6
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294 さまよう霧の恋歌　下 高橋　治 新潮社 1991 6

295 緋い記憶 高橋　克彦 文藝春秋 1991 6

296
山の尾根の風を分けるカンバの木　－山紀行
－

高橋　敬一 随想舎 1993 4

297 狼奉行 高橋　義夫 文藝春秋 1992 5

298 わたしの渡世日記　上 高峰　秀子 朝日新聞社 1976 11

299 わたしの渡世日記　下 高峰　秀子 朝日新聞社 1976 11

300 高山樗牛作品集　第一巻 高山　樗牛 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

301 高山樗牛作品集　第二巻 高山　樗牛 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

302 国語の時間 竹西　寛子 読売新聞社 1994 4

303 富嶽百景　他 太宰　治
ラビット文庫朗読ライブ
ラリー

東京エーヴィ
センター

2

304 白い罌栗（けし） 立原　正秋 角川書店 1981 9

305 天地の夢 立松　和平 集英社 1987 10

306 一葉の恋 田辺　聖子 世界文化社 2004 6

307 私本・源氏物語 田辺　聖子
NHKサービス
センター

6

308 田村俊子作品集　第一巻 田村　俊子 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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309 田山花袋作品集　第一巻 田山　花袋 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

310 蒲田行進曲 つか　こうへい 角川書店 1982 5

311 西行花伝 辻　邦生 新潮社 1995 15

312 筒井康隆 筒井　康隆 新潮カセットブック 新潮社 4

313 二十四の瞳　上 壷井　栄 大活字本シリーズ 埼玉福祉会 1988 3

314 二十四の瞳　下 壷井　栄 大活字本シリーズ 埼玉福祉会 1988 3

315 猫の似づら絵師 出久根　達郎 文藝春秋 1998 5

316 遠いアメリカ 常盤　新平 講談社 1987 5

317 徳冨蘆花作品集　第一巻 徳冨　蘆花 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

318 院内感染 富家　恵美子 河出書房新社 1994 4

319 銀の匙 中　勘助
文芸カセット・日本近代
文学シリーズ

NHKサービス
センター

6

320 中勘助全集　第５巻　随筆・小品　Ⅱ 中　勘助 岩波書店 1989 8

321 中勘助全集　第６巻　随筆・小品　Ⅲ 中　勘助 岩波書店 1990 7

322 中勘助全集　第１１巻　随筆・小品　Ⅷ 中　勘助 岩波書店 1990 8

323 こまち田沢湖殺人事件 中津　文彦 カッパノベルズ 光文社 2003 6
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324
闇の法隆寺　－封印された「聖徳太子」の秘
密－

中津　文彦 光文社 1994 7

325 ダイヤモンド　ダスト 南木　佳士 文藝春秋 1989 4

326 孤独のフェアウェイ 夏樹　静子 朝日新聞社 1987 10

327 茉莉子 夏樹　静子 中央公論新社 1999 7

328 夏目漱石作品集　第一巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

329 夏目漱石作品集　第二巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

330 夏目漱石作品集　第三巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

331 夏目漱石作品集　第四巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

332 夏目漱石作品集　第五巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

333 夏目漱石作品集　第六巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

334 夏目漱石作品集　第七巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

335 夏目漱石作品集　第八巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

336 夏目漱石作品集　第九巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

337 夏目漱石作品集　第十巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

338 夏目漱石作品集　第十一巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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339 夏目漱石作品集　第十二巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

340 夏目漱石作品集　第十三巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

341 夏目漱石作品集　第十四巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

342 秋田新幹線「こまち」殺人事件 西村　京太郎 カッパノベルズ 光文社 1998 4

343 伊豆海岸殺人ルート 西村　京太郎 講談社ノベルス 講談社 1994 4

344 十津川警部　愛と死の伝説　上 西村　京太郎 講談社ノベルス 講談社 2000 6

345 十津川警部　愛と死の伝説　下 西村　京太郎 講談社ノベルス 講談社 2000 6

346 風の遺産 新田　次郎 講談社 1978 8

347 武田信玄　風の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 10

348 武田信玄　林の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 9

349 武田信玄　火の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 8

350 武田信玄　山の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 10

351 野上彌生子作品集　第一巻 野上　彌生子 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

352 花散る頃の殺人 乃南　アサ 新潮社 1999 5

353 不発弾 乃南　アサ 講談社 1998 5
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354 おしん　小説　上 橋田　壽賀子 ＮＨＫ出版 2003 11

355 おしん　小説　下 橋田　壽賀子 ＮＨＫ出版 2003 12

356 安楽病棟 帚木　蓬生 新潮社 1999 11

357 ムツゴロウの馬読本 畑　正憲 文藝春秋 1988 5

358 イギリスはおいしい 林　望 平凡社 1991 4

359 林芙美子作品集　第一巻 林　芙美子 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

360 林芙美子作品集　第二巻 林　芙美子 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

361 秋の森の奇跡 林　真理子 小学館 2006 6

362 コスメティック 林　真理子 小学館 1999 7

363 知りたがりやの猫 林　真理子 新潮社 2004 3

364 紫色の場所 林　真理子 東電声の文庫 東京電力 3

365 秘密 東野　圭吾 文藝春秋 1998 8

366 樋口一葉作品集　第一巻 樋口　一葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

367 樋口一葉作品集　第二巻 樋口　一葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

368 樋口一葉作品集　第三巻 樋口　一葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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369 一両二分の女 平岩　弓枝 御宿かわせみ　９ 文藝春秋 1987 4

370 雨月 平岩　弓枝 御宿かわせみ　１７ 文藝春秋 1992 4

371 江戸の精霊流し 平岩　弓枝 御宿かわせみ　３１ 文藝春秋 2003 5

372 閻魔まいり 平岩　弓枝 御宿かわせみ　１０ 文藝春秋 1988 5

373 かくれんぼ 平岩　弓枝 御宿かわせみ　１９ 文藝春秋 1994 4

374 祝言 平岩　弓枝
御宿かわせみ傑作選
２

文藝春秋 2005 6

375 千手観音の謎 平岩　弓枝
御宿かわせみ傑作選
３

文藝春秋 2005 6

376 長助の女房 平岩　弓枝 御宿かわせみ　２６ 文藝春秋 1999 5

377 初春（はる）の客 平岩　弓枝 御宿かわせみ傑作選 文藝春秋 2005 6

378 日暮れ竹河岸 藤沢　周平 文藝春秋 1996 4

379 本所しぐれ町物語 藤沢　周平 新潮社 1987 5

380 キッドナップ 藤田　宜永 講談社 2003 10

381 流れる星は生きている 藤原　てい 中央公論社 1984 9

382 虹の谷の五月 船戸　与一 集英社 2000 15

383 自動起床装置 辺見　庸 文藝春秋 1991 3
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384 天皇陛下と語る 細川　隆元 山手書房 1982 4

385 いのちの初夜 北條　民雄
近代日本キリスト教文学
全集　９

教文館 1975 2

386 否認　－どうして言わないの－ 堀田　力 読売新聞社 1993 7

387 松本清張傑作集 松本　清張 カセット文庫 東芝EMI 9

388 春日局　第一巻 松本　利昭 光文社時代小説文庫 光文社 1988 8

389 春日局　第二巻 松本　利昭 光文社時代小説文庫 光文社 1988 9

390 春日局　第三巻 松本　利昭 光文社時代小説文庫 光文社 1988 10

391 巴御前（一） 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1989 7

392 巴御前（二） 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1990 8

393 巴御前（三） 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1990 8

394 信長の女 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1991 6

395 孤独のとなり 三浦　綾子 角川書店 1979 4

396 母 三浦　綾子 角川書店 1992 5

397 わが青春に出会った本 三浦　綾子 新潮文庫 新潮社 1990 5

398 指先で紡ぐ愛　－グチもケンカもトキメキも－ 光成　沢美 講談社 2003 5
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399 随筆ノート 峯崎　孝純 峯崎書房 1988 11

400 序の舞 宮尾　登美子 NHKカセット
NHKサービス
センター

4

401 東福門院和子（まさこ）の涙 宮尾　登美子 講談社 1993 11

402 宮尾本　平家物語　一　青龍之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2001 11

403 宮尾本　平家物語　二　白虎之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2002 11

404 宮尾本　平家物語　三　朱雀之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2003 10

405 宮尾本　平家物語　四　玄武之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2004 10

406 夏姫春秋（上） 宮城谷　昌光 海越出版社 1991 6

407 夏姫春秋（下） 宮城谷　昌光 海越出版社 1991 6

408 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治
宮沢賢治童話全集　８
新版

岩崎書店 1984 2

409 宮沢賢治 宮沢　賢治 新潮カセットブック 新潮社 2

410 宮沢賢治作品集　第一巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

411 宮沢賢治作品集　第二巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

412 宮沢賢治作品集　第三巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

413 宮沢賢治作品集　第四巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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414 宮沢賢治作品集　第五巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

415 宮沢賢治作品集　第六巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

416 宮沢賢治作品集　第七巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

417 火車 宮部　みゆき 双葉社 1992 10

418 誰か　－Ｓｏｍｅｂｏｄｙ－ 宮部　みゆき
実業之日本
社

2003 8

419 名もなき毒 宮部　みゆき 幻冬舎 2006 12

420 パーフェクト・ブルー 宮部　みゆき 創元推理文庫 東京創元社 1992 6

421 本所深川ふしぎ草紙 宮部　みゆき 新人物往来社 1991 5

422 レベル７（セブン） 宮部　みゆき 新潮社 1990 11

423 向田邦子 向田　邦子 新潮カセットブック 新潮社 4

424 馬鹿一 武者小路　実篤 新潮文庫 新潮社 1970 9

425 私の歩いた道 村山　リウ 創元社 1984 6

426 音の細道 群　ようこ 幻冬舎 2005 3

427
高瀬舟・寒山拾得・高瀬舟縁起・寒山拾得縁
起

森　鴎外 岩波文庫 岩波書店 1984 1

428 森鴎外作品集　第一巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2
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429 森鴎外作品集　第二巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

430 森鴎外作品集　第三巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

431 森鴎外作品集　第四巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

432 森鴎外作品集　第五巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

433 森鴎外作品集　第六巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

434 森鴎外作品集　第七巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィ
センター

2

435 θ（シータ）は遊んでくれたよ 森　博嗣 講談社 2005 5

436 吉良忠臣蔵　上巻 森村　誠一 角川書店 1988 6

437 吉良忠臣蔵　下巻 森村　誠一 角川書店 1988 6

438 魂の切影 森村　誠一 光文社 2005 8

439 腐蝕の構造 森村　誠一 毎日新聞社 1977 11

440 棟居刑事の断罪 森村　誠一 角川書店 1998 5

441 天女湯おれん 諸田　玲子 講談社 2005 7

442 話しながら考える 矢内原　伊作 みすず書房 1986 5

443 沈まぬ太陽　（一）　－アフリカ篇・上－ 山崎　豊子 新潮社 1999 7
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444 沈まぬ太陽　（二）　－アフリカ篇・下－ 山崎　豊子 新潮社 1999 8

445 沈まぬ太陽　（三）　－御巣鷹山篇－ 山崎　豊子 新潮社 1999 10

446 沈まぬ太陽　（四）　－会長室篇・上－ 山崎　豊子 新潮社 1999 9

447 沈まぬ太陽　（五）　－会長室篇・下－ 山崎　豊子 新潮社 1999 7

448 熱月（テルミドール） 山崎　洋子 講談社 1994 10

449 越前一乗谷呪い殺人 山村　正夫 講談社 1993 5

450 寒がりの死体 山村　美紗 徳間書店 1994 4

451 欅（けやき）しぐれ 山本　一力 朝日新聞社 2004 6

452 山本周五郎 山本　周五郎 新潮カセットブック 新潮社 3

453 私の岩波物語 山本　夏彦 文藝春秋 1994 11

454 ゴールドラッシュ 柳　美里 新潮社 1998 7

455 臨場 横山　秀夫 光文社 2004 5

456 日曜日たち 吉田　修一 講談社 2003 3

457 パークライフ 吉田　修一 文藝春秋 2002 4

458 夢一途 吉永　小百合
主婦と生活
社

1988 4
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459 黒船 吉村　昭 中央公論社 1991 8

460 破獄 吉村　昭 岩波書店 1983 8

461 闇を裂く道　上 吉村　昭 文藝春秋 1987 6

462 闇を裂く道　下 吉村　昭 文藝春秋 1987 5

463 みずうみの家 吉屋　敬 毎日新聞社 1994 4

464 やややのはなし 吉行　淳之介 文藝春秋 1992 5

465 飾り火（上） 連城　三紀彦 毎日新聞社 1989 7

466 飾り火（下） 連城　三紀彦 毎日新聞社 1989 6

467 前夜祭 連城　三紀彦 文藝春秋 1994 5

468 人間動物園 連城　三紀彦 双葉社 2002 7

469 新幹線多重衝突セヨ 和久　峻三 光文社 1987 5

470 幻覚 渡辺　淳一 中央公論新社 2004 10

471 麻酔 渡辺　淳一
朝日新聞社出
版局

1993 7

472 カセットブック集　１ 三浦　哲郎　等著 新潮カセットブック 新潮社 5

　　　　１７　複数作家・団体の文学作品
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

473 カセットブック集　２ 小松　左京　等著 新潮カセットブック 新潮社 3

474 カセットブック集　３ 山本　周五郎　等著 新潮カセットブック 新潮社 6

475 茶の間の風土記 東京電力株式会社
東電声の文庫
製作

8

476 聴覚障害を生きる女性達 橋本　美代子 編 橋本美代子 1992 5

477 日本の名随筆　別巻３８　－嫁姑－ 津村　節子　等著 作品社 1994 5

478 私の気くばりのすすめ 鈴木　健二　等著 講談社 1983 6

479 赤毛のアン
モンゴメリ，ルーシー・
モード

新潮カセットブック 新潮社 3

480 赤と黒　縮約版 スタンダール 新潮カセットブック 新潮社 2

481 カセットブック集　４
アンデルセン，ハンス・ク
リスチャン

新潮カセットブック 新潮社 1

482 シャーロックホームズ全集　１ ドイル，コナン
ＴＢＳブリタニカＳＯＵＮＤ
ミステリー

TBSブリタニカ 6

483 シャーロックホームズ全集　２ ドイル，コナン
ＴＢＳブリタニカＳＯＵＮＤ
ミステリー

TBSブリタニカ 4

484 罪と罰　縮約版 ドストエフスキー 新潮カセットブック 新潮社 2

485 車のいろは空のいろ あまん　きみこ ポプラ社 1976 1

　　　　１８　外国の小説　【書名順】

　　　　１９　児童書　【著者名順】
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　　東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ）【ジャンル別】  ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ
原本出版社

（カセット製作・
発売社）

原本
出版年 巻数

486 鬼の橋 伊藤　遊 福音館書店 1998 5

487 薄紅天女 荻原　規子 徳間書店 1996 11

488 空色勾玉 荻原　規子 徳間書店 1996 9

489 白鳥異伝 荻原　規子 福武書店 1991 13

490 くまの子ウーフ 神沢　利子 ポプラ社 1984 1

491 龍の子太郎 松谷　みよ子
児童文学創作シリー
ズ

講談社 1988 2

492 やまんばのにしき 松谷　みよ子 ポプラ社 1983 1

493
母さん、ぼくに光をください　－津軽三
味線にかけた盲目の少年の夢－

緑川　嵩久 ポプラ社 1994 2

494 おじいちゃんの手品 山県　喬 岩崎書店 1994 1

495 声援がきこえる 山県　喬
ＰＨＰ創作シリー
ズ

ＰＨＰ研究
所 1992 3

496 泣き虫とんでけ 山県　喬
ＰＨＰ研究
所 1993 3
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東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ)　【書名順】 ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ名 原本出版社（カセット
製作・発売社）

原本
出版年

請求
記号 巻数

1 藍色回廊殺人事件 内田　康夫 講談社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 7

2 哀歌　上 曽野　綾子 毎日新聞社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 7

3 哀歌　下 曽野　綾子 毎日新聞社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 6

4 愛、みつけた　－小さな命の置きみやげ- 小林　完吾 二見書房 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 7

5 青い月のバラード　－獄中結婚から永訣まで－ 加藤　登紀子 小学館 2003 ﾛｸｵﾝ-76 4

6 緋い記憶 高橋　克彦 文藝春秋 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 6

7 赤毛のアン
モンゴメリ，ルー
シー・モード

新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-93ﾓ 3

8 赤と黒　縮約版 スタンダール 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-95 2

9 秋田新幹線「こまち」殺人事件 西村　京太郎 カッパノベルズ 光文社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 4

10 秋の森の奇跡 林　真理子 小学館 2006 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 6

11 芥川龍之介作品集　第一巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

12 芥川龍之介作品集　第二巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

13 芥川龍之介作品集　第三巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

14 芥川龍之介作品集　第四巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

15 芥川龍之介作品集　第五巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2
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東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ)　【書名順】 ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ名 原本出版社（カセット
製作・発売社）

原本
出版年

請求
記号 巻数

16 芥川龍之介作品集　第六巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

17 芥川龍之介作品集　第七巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

18 芥川龍之介作品集　第八巻 芥川　龍之介 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

19 赤穂浪士 大仏　次郎
ポニー・カセット文庫
シリーズ・エリート

ﾛｸｵﾝ-91ｵ 5

20 明日物語 阿刀田　高 文春文庫 文藝春秋 1990 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 5

21 頭にいっぱい太陽を モンタン，イヴ 講談社 1982 ﾛｸｵﾝ-76 8

22 「新しい人」の方へ 大江　健三郎 朝日新聞社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 3

23 有明の月　－豊臣秀次の生涯－ 澤田　ふじ子 廣済堂出版 1993 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 6

24 有島武郎作品集　第一巻（テープ一巻目のみ） 有島　武郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 1

25 有島武郎作品集　第二巻 有島　武郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

26 有島武郎作品集　第三巻 有島　武郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 2

27 安楽病棟 帚木　蓬生 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 11

28 生きがいについて 神谷　美恵子
神谷美恵子著作集
１

みすず書房 1980 ﾛｸｵﾝ-49 11

29 生きかた上手 日野原　重明 ユーリーグ 2001 ﾛｸｵﾝ-49 3

30 生きている心臓（上） 加賀　乙彦 講談社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 7
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東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ)　【書名順】 ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ名 原本出版社（カセット
製作・発売社）

原本
出版年

請求
記号 巻数

31 生きている心臓（下） 加賀　乙彦 講談社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 7

32 イギリスはおいしい 林　望 平凡社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 4

33 石川啄木作品集　第一巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

34 石川啄木作品集　第二巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

35 石川啄木作品集　第三巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

36 石川啄木作品集　第四巻 石川　啄木 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

37
医者を選ぶのも寿命のうち　－医者だから語れる
主治医の選び方－

松木　康夫 講談社 1994 ﾛｸｵﾝ-49 4

38 伊豆海岸殺人ルート 西村　京太郎 講談社ノベルス 講談社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 4

39 泉鏡花作品集　第一巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

40 泉鏡花作品集　第二巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

41 泉鏡花作品集　第三巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

42 泉鏡花作品集　第四巻 泉　鏡花 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

43 一葉の恋 田辺　聖子 世界文化社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 6

44 一両二分の女 平岩　弓枝 御宿かわせみ　９ 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 4

45 伊藤左千夫作品集　第一巻 伊藤　左千夫 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2
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東大和市立図書館　録音図書（カセットテープ)　【書名順】 ２０１８年４月現在

項番 タイトル 著者 シリーズ名 原本出版社（カセット
製作・発売社）

原本
出版年

請求
記号 巻数

46 伊藤左千夫作品集　第二巻 伊藤　左千夫 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

47 伊藤左千夫作品集　第三巻 伊藤　左千夫 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

48 いのちの初夜 北條　民雄
近代日本キリスト教
文学全集　９

教文館 1975 ﾛｸｵﾝ-91ﾎ 2

49 井伏鱒二 井伏　鱒二 新潮カセットブック ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

50 今はむかし大和村　再販
東大和市企画財政
部秘書広報課

東大和市企画財
政部秘書広報課 1986 ﾛｸｵﾝ-38 4

51
入江侍従長日記　－「昭和天皇」との日々－　（朝
日新聞記事　平成元年１月１２日～２月２４日）

入江　相政 朝日新聞社 1989 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 3

52 巖谷小波作品集　第一巻 巖谷　小波 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

53 巖谷小波作品集　第二巻 巖谷　小波 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 2

54 院内感染 富家　恵美子 河出書房新社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾄ 4

55 雨月 平岩　弓枝 御宿かわせみ　１７ 文藝春秋 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 4

56 牛久沼のほとり 住井　すゑ 暮しの手帖社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 11

57 薄紅天女 荻原　規子 徳間書店 1996 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 11

58 埋み火 杉本　苑子 ＮＨＫカセット
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｽ 3

59 歌わない笛 内田　康夫 徳間書店 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 5

60 海と毒薬 遠藤　周作 新潮文庫 新潮社 1977 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 6
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項番 タイトル 著者 シリーズ名 原本出版社（カセット
製作・発売社）

原本
出版年

請求
記号 巻数

61 梅のしる志と 島津久子 世論時報社 1985 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 5

62 絵島疑獄　上 杉本　苑子 毎日新聞社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 10

63 絵島疑獄　下 杉本　苑子 毎日新聞社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 10

64 越前一乗谷呪い殺人 山村　正夫 講談社 1993 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 5

65 江戸の精霊流し 平岩　弓枝 御宿かわせみ　３１ 文藝春秋 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 5

66 閻魔まいり 平岩　弓枝 御宿かわせみ　１０ 文藝春秋 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 5

67 老いの道づれ　－二人で歩いた五十年－ 沢村　貞子 岩波書店 1995 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 3

68 大江戸ゴミ戦争 杉本　苑子 文藝春秋 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 5

69 大江戸作者伝 井上　ひさし
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｲ 7

70 狼花（おおかみばな） 大沢　在昌 新宿鮫　Ⅸ 光文社 2006 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 11

71 狼奉行 高橋　義夫 文藝春秋 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 5

72 おくのほそ道 松尾　芭蕉 岩波文庫 岩波書店 1982 ﾛｸｵﾝ-91 1

73 おくのほそ道
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91 4

74 小暗い森　上 加賀　乙彦 新潮社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 9

75 小暗い森　下 加賀　乙彦 新潮社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 8
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原本
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記号 巻数

76 尾崎紅葉作品集　第一巻 尾崎　紅葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｵ 2

77 尾崎紅葉作品集　第二巻 尾崎　紅葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｵ 2

78 おじいちゃんの手品 山県　喬 岩崎書店 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 1

79 おしん　小説　上 橋田　壽賀子 ＮＨＫ出版 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 11

80 おしん　小説　下 橋田　壽賀子 ＮＨＫ出版 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 12

81 夫の宿題 遠藤　順子 ＰＨＰ研究所 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 4

82 音の細道 群　ようこ 幻冬舎 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾑ 3

83 鬼の橋 伊藤　遊 福音館書店 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 5

84 おひとりさまの老後 上野　千鶴子 法研 2007 ﾛｸｵﾝ-36 4

85 親の品格 坂東　眞理子 ＰＨＰ研究所 2007 ﾛｸｵﾝ-37 4

86 折々のうた 大岡　信 文芸カセット
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91 4

87 大蛇（おろち）の橋 澤田　ふじ子 幻冬舎 2001 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 6

88 女の老い支度 重兼　芳子 海竜社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 4

89 女の器量はことばしだい 広瀬　久美子 リヨン社 1985 ﾛｸｵﾝ-81 6

90 女の人生曇りのち晴れ 重兼　芳子 主婦と生活社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 8
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91
母さん、ぼくに光をください　－津軽三味線にかけ
た盲目の少年の夢－

緑川嵩久 ポプラ社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

92 怪奇小説集 遠藤　周作 講談社 1973 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 6

93 介護の現場で何が起きているのか 生井　久美子 朝日新聞出版局 2000 ﾛｸｵﾝ-36 7

94 貝のうた 沢村　貞子 暮しの手帖社 1978 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 7

95
快楽殺人の心理　－ＦＢＩ心理分析官のノートより
－

レスラー，ロバート・
Ｋ．

講談社 1995 ﾛｸｵﾝ-36 7

96 戒老録　－自らの救いのために－　増補新版 曾野　綾子 祥伝社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 6

97 夏姫春秋（上） 宮城谷　昌光 海越出版社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 6

98 夏姫春秋（下） 宮城谷　昌光 海越出版社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 6

99 かくれんぼ 平岩　弓枝 御宿かわせみ　１９ 文藝春秋 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 4

100 影まつり 阿刀田　高 集英社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 5

101 影を踏まれた女　－岡本綺堂怪談集－ 岡本　綺堂 光文社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 6

102 葛西善藏作品集　第一巻 葛西　善蔵 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｶ 2

103 飾り火（上） 連城　三紀彦 毎日新聞社 1989 ﾛｸｵﾝ-91ﾚ 7

104 飾り火（下） 連城　三紀彦 毎日新聞社 1989 ﾛｸｵﾝ-91ﾚ 6

105 梶井基次郎作品集　第一巻 梶井　基次郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｶ 2
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106 梶井基次郎作品集　第二巻 梶井　基次郎 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｶ 2

107 火車 宮部　みゆき 双葉社 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 10

108 春日局　第一巻 松本　利昭
光文社時代小説文
庫

光文社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 8

109 春日局　第二巻 松本　利昭
光文社時代小説文
庫

光文社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 9

110 春日局　第三巻 松本　利昭
光文社時代小説文
庫

光文社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 10

111 和宮様御留 有吉　佐和子 ＮＨＫカセット
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｱ 3

112 霞町物語 浅田　次郎 講談社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 5

113 カセットブック集　１ 三浦　哲郎 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91 5

114 カセットブック集　２ 小松　左京 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91 3

115 カセットブック集　３ 山本　周五郎 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91 6

116 カセットブック集　４
アンデルセン，ハン
ス・クリスチャン

新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-94 1

117 風の遺産 新田　次郎 講談社 1978 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 8

118 家庭のない家族の時代 小此木　啓吾 ABC出版 1983 ﾛｸｵﾝ-36 6

119 悲しくて明るい場所 曾野　綾子 光文社 1992 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 5

120 鞄に本だけつめこんで 群　ようこ 新潮社 1987 ﾛｸｵﾝ-01 5
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121 鎌倉ＮＧＯ紫苑の家　－火美子の夢－ 斎藤　栄 カッパ・ノベルス 光文社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 4

122 蒲田行進曲 つか　こうへい 角川書店 1982 ﾛｸｵﾝ-91ﾂ 5

123 川端康成作品集　第一巻 川端　康成 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｶ 2

124 川端康成作品集　第二巻 川端　康成 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｶ 2

125 完全犯罪研究 佐野　洋 講談社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 7

126 がんはやっぱりストレスが原因だった 星野孝 主婦と生活社 1994 ﾛｸｵﾝ-49 5

127 危険信号 阿刀田　高 講談社 1980 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 8

128 キッドナップ 藤田　宜永 講談社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾌ 10

129 吉良忠臣蔵　上巻 森村　誠一 角川書店 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 6

130 吉良忠臣蔵　下巻 森村　誠一 角川書店 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 6

131 棄霊島（きれいじま）　上 内田　康夫 文藝春秋 2006 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 7

132 棄霊島（きれいじま）　下 内田　康夫 文藝春秋 2006 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 7

133 銀の匙 中　勘助
文芸カセット・日本近
代文学シリーズ

NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 6

134 楠木正成 北方　謙三 中央公論新社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ｷ 10

135 国木田独歩作品集　第一巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｸ 2
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136 国木田独歩作品集　第二巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｸ 2

137 国木田独歩作品集　第三巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｸ 2

138 国木田独歩作品集　第四巻 国木田　独歩 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｸ 2

139 首を斬られにきたの御番所 佐藤　雅美 縮尻鏡三郎　２ 文藝春秋 2004 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 5

140 くまの子ウーフ 神沢　利子 ポプラ社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 1

141 くらしの豆知識’９４
日産火災海上保
険

ﾛｸｵﾝ-59 4

142 車のいろは空のいろ あまん　きみこ ポプラ社 1976 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 1

143 黒船 吉村　昭 中央公論社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 8

144 解夏（げげ） さだ　まさし 幻冬舎 2002 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 7

145 化生の海 内田　康夫 新潮社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 10

146 欅（けやき）しぐれ 山本　一力 朝日新聞社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 6

147 ケヤキ横丁の住人 金田一　春彦 東京書籍 1984 ﾛｸｵﾝ-91ｷ 6

148 幻覚 渡辺　淳一 中央公論新社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ﾜ 10

149 源氏に愛された女たち 渡辺　淳一 集英社 1999 ﾛｸｵﾝ-91 5

150 源氏物語 紫式部
中公カセットライブラ
リー

中央公論社 ﾛｸｵﾝ-91 36
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151
皇太子妃関連新聞記事（読売）　１９９３年１月の
記事より抜粋

読売新聞社 1993 ﾛｸｵﾝ-28 1

152 神戸天童殺人事件　－赤い猫の謎－ 斎藤　栄 徳間書店 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 4

153 国語の時間 竹西　寛子 読売新聞社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 4

154
告知　　－外科医自ら実践した妻へのガン告知と
末期医療－

熊沢　健一 マガジンハウス 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｸ 5

155 心の航海図 遠藤　周作 文藝春秋 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 5

156 ５７人の死刑囚 大塚　公子 角川書店 1995 ﾛｸｵﾝ-32 5

157 コスメティック 林　真理子 小学館 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 7

158 国家の品格 藤原　正彦 新潮社 2005 ﾛｸｵﾝ-30 3

159 孤独のとなり 三浦　綾子 角川書店 1979 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 4

160 孤独のフェアウェイ 夏樹　静子 朝日新聞社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 10

161
この一冊でわかる昭和の文学　　（「新潮」１９８９
年２月臨時増刊）

新潮社 1989 ﾛｸｵﾝ-91 18

162 小林多喜二作品集　第一巻 小林　多喜二 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｺ 2

163 小林多喜二作品集　第二巻 小林　多喜二 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｺ 2

164 小林秀雄講演　－本居宣長－ 小林　秀雄 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-90 2
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165 こぼれ種 青木　玉 新潮社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 4

166 こまち田沢湖殺人事件 中津　文彦 カッパノベルズ 光文社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 6

167 コーランを知っていますか 阿刀田　高 新潮社 2003 ﾛｸｵﾝ-16 6

168 ゴールド・マイク 赤川　次郎 幻冬舎ノベルス 幻冬舎 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 4

169 ゴールドラッシュ 柳　美里 新潮社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ﾕ 7

170 転がしお銀 内館　牧子 文藝春秋 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 6

171 西行花伝 辻　邦生 新潮社 1995 ﾛｸｵﾝ-91ﾂ 15

172 彩霧 円地　文子 新潮社 1977 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 8

173 作句歳時記・新年 楠本　憲吉 講談社 1988 ﾛｸｵﾝ-91 7

174 作句歳時記・春 楠本　憲吉 講談社 1989 ﾛｸｵﾝ-91 10

175 作句歳時記・夏 楠本　憲吉 講談社 1989 ﾛｸｵﾝ-91 9

176 作句歳時記・秋 楠本　憲吉 講談社 1989 ﾛｸｵﾝ-91 9

177 作句歳時記・冬 楠本　憲吉 講談社 1989 ﾛｸｵﾝ-91 9

178 さまよう霧の恋歌　上 高橋　治 新潮社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 6

179 さまよう霧の恋歌　下 高橋　治 新潮社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 6
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180 寒がりの死体 山村　美紗 徳間書店 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 4

181 狭山丘陵に生きて　自伝 尾崎　清太郎 けやき出版 1992 ﾛｸｵﾝ-28 10

182 さるのこしかけ さくら　ももこ 集英社 1992 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 3

183 散華　上　－紫式部の生涯－ 杉本　苑子 中央公論社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 11

184 散華　下　－紫式部の生涯－ 杉本　苑子 中央公論社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 9

185 紫苑の丈　句集 石橋　典子 平成俳句叢書　６ 東京四季出版 1998 ﾛｸｵﾝ-91 2

186 志賀直哉作品集　第一巻 志賀　直哉 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｼ 2

187 縮尻鏡三郎　　上 佐藤　雅美 ＮＨＫ出版 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 6

188 縮尻鏡三郎　　下 佐藤　雅美 ＮＨＫ出版 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 6

189 事件　（新潮現代文学２３「野火，事件」より） 大岡　昇平 新潮社 1978 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 11

190 紫紺のつばめ 宇江佐　真理
髪結い伊三次捕物
余話　２

文藝春秋 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 5

191 沈まぬ太陽　（一）　－アフリカ篇・上－ 山崎　豊子 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 7

192 沈まぬ太陽　（二）　－アフリカ篇・下－ 山崎　豊子 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 8

193 沈まぬ太陽　（三）　－御巣鷹山篇－ 山崎　豊子 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 10

194 沈まぬ太陽　（四）　－会長室篇・上－ 山崎　豊子 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 9
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195 沈まぬ太陽　（五）　－会長室篇・下－ 山崎　豊子 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 7

196 市政二十年の軌跡　回想 尾崎　清太郎 けやき出版 1992 ﾛｸｵﾝ-31 7

197 死体は知っている 上野　正彦 角川書店 1994 ﾛｸｵﾝ-49 4

198 時代を拓いたファッションデザイナー 堀江　瑠璃子 未来社 1995 ﾛｸｵﾝ-58 4

199 θ（シータ）は遊んでくれたよ 森　博嗣 講談社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 5

200 七人目の刺客 早乙女　貢 文芸社 2002 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 6

201 自動起床装置 辺見　庸 文藝春秋 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾍ 3

202 死に花 太田　蘭三 角川書店 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 7

203 私本・源氏物語 田辺　聖子
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 6

204 島崎藤村作品集　第一巻 島崎　藤村 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｼ 2

205 島崎藤村作品集　第二巻 島崎　藤村 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｼ 2

206 シャーロックホームズ全集　１ ドイル，コナン
ＴＢＳブリタニカＳＯＵ
ＮＤミステリー

ＴＢＳブリタニカ ﾛｸｵﾝ-93ﾄ 6

207 シャーロックホームズ全集　２ ドイル，コナン
ＴＢＳブリタニカＳＯＵ
ＮＤミステリー

ＴＢＳブリタニカ ﾛｸｵﾝ-93ﾄ 4

208 祝言 平岩　弓枝
御宿かわせみ傑作
選　２

文藝春秋 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 6

209 庄司淺水ノンフィクション著作集 庄司　淺水 三修社 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 5
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210 少年・あかね雲 井上　靖 新潮文庫 新潮社 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 5

211 少年Ｈ　上巻 妹尾　河童 講談社 1997 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 7

212 少年Ｈ　下巻 妹尾　河童 講談社 1997 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 7

213 序の舞 宮尾　登美子 ＮＨＫカセット
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 4

214 知りたがりやの猫 林　真理子 新潮社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 3

215 白い兎が逃げる 有栖川　有栖 光文社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 7

216 白い罌栗（けし） 立原　正秋 角川書店 1981 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 9

217
白い杖のひとり旅　　－ニュ－ジ－ランド手探り紀
行－

小寺　洋一 連合出版 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 6

218 死をどう生きたか　－私の心に残る人々－ 日野原　重明 中央公論社 1983 ﾛｸｵﾝ-49 8

219 新幹線多重衝突セヨ 和久　峻三 光文社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾜ 5

220 新宿鮫　風化水脈 大沢　在昌 毎日新聞社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 11

221
シンデレラ・コンプレックス　－自立にとまどう女の
告白－

ダウリング，コレット 三笠書房 1983 ﾛｸｵﾝ-36 7

222 随筆ノート 峯崎　孝純 峯崎書房 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 11

223 杉浦日名子の食・道・楽 杉浦　日名子 新潮社 2006 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 2

224 ストロボ 真保　裕一 新潮社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 6
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225 声援がきこえる 山県　喬 ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ研究所 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 3

226 青春デンデケデケデケ 芦原　すなお 河出書房新社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 5

227 星条旗の蔭で 小向　喜美子 豊文堂 1986 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 5

228 背負い水 荻野　アンナ 文藝春秋 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 4

229 絶対音感 最相　葉月 小学館 1998 ﾛｸｵﾝ-76 8

230 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治
宮沢賢治童話全集
８　新版

岩崎書店 1984 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

231 千手観音の謎 平岩　弓枝
御宿かわせみ傑作
選　３

文藝春秋 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 6

232 前夜祭 連城　三紀彦 文藝春秋 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾚ 5

233 そっと耳を澄ませば 三宮　麻由子 ＮＨＫ出版 2001 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 4

234 そよ風ときにはつむじ風 池部　良 毎日新聞社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 5

235 空色勾玉 荻原　規子 徳間書店 1996 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 9

236 空耳アワワ 阿川　佐和子 中央公論新社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 3

237 第二怪奇小説集 遠藤　周作 講談社 1977 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 4

238 ダイヤモンド　ダスト 南木　佳士 文藝春秋 1989 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 4

239 高瀬舟・寒山拾得・高瀬舟縁起・寒山拾得縁起 森　鴎外 岩波文庫 岩波書店 1984 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 1
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240 高山樗牛作品集　第一巻 高山　樗牛 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 2

241 高山樗牛作品集　第二巻 高山　樗牛 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 2

242 武田信玄　風の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 10

243 武田信玄　林の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 9

244 武田信玄　火の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 8

245 武田信玄　山の巻 新田　次郎 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 10

246 龍の子太郎 松谷　みよ子
児童文学創作シリー
ズ

講談社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 2

247 ダブルダウン 岡嶋　二人 小学館 1987 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 7

248 玉川上水　－水と緑と人間の賛歌－ アサヒタウンズ けやき出版 1988 ﾛｸｵﾝ-51 6

249
卵のふわふわ　－八丁堀喰い物草紙・江戸前でも
なし－

宇江佐　真理 講談社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 5

250 多摩湖の歴史　－湖底の遺跡と村の発掘－
「多摩湖の歴史」編
集委員会

東大和市多摩湖
遺跡群調査会 1980 ﾛｸｵﾝ-21 14

251 魂の切影 森村　誠一 光文社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 8

252 田村俊子作品集　第一巻 田村　俊子
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 2

253 田山花袋作品集　第一巻 田山　花袋 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 2

254 誰か　－Ｓｏｍｅｂｏｄｙ－ 宮部　みゆき 実業之日本社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 8
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255 探梅ノ家 佐伯　泰英
居眠り磐音江戸双
紙　１２

双葉社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 5

256 小さいときから考えてきたこと 黒柳　徹子 新潮社 2001 ﾛｸｵﾝ-91ｸ 5

257 小さな窓から 新藤　兼人 朝日新聞社 1985 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 6

258 父　中野好夫のこと 中野　利子 岩波書店 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 4

259 茶の間の風土記 東京電力株式会社 東電声の文庫 東京電力 ﾛｸｵﾝ-91 8

260 中央構造帯 内田　康夫 講談社 2002 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 10

261
中高年からの介護予防読本　－すばらしい「老い」
を求めて－

東京都福祉保健局
高齢社会対策部介
護保険課

東大和市 2005 ﾛｸｵﾝ-36 2

262 忠臣蔵の謎 中江　克己 河出書房新社 1994 ﾛｸｵﾝ-21 4

263 中年以後 曾野　綾子 光文社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 4

264 聴覚障害を生きる女性達 橋本　美代子 橋本美代子 1992 ﾛｸｵﾝ-91 5

265 長助の女房 平岩　弓枝 御宿かわせみ　２６ 文藝春秋 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 5

266 超バカの壁 養老　孟司 新潮新書 新潮社 2006 ﾛｸｵﾝ-30 4

267 「超」勉強法 野口　悠紀雄 講談社 1995 ﾛｸｵﾝ-00 5

268 チョッちゃんがいくわよ 黒柳　朝 主婦と生活社 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｸ 7

269 沈黙 遠藤　周作 新潮社 1981 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 9
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270 ツキコの月 伊集院　静 角川書店 2005 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 6

271 筒井康隆 筒井　康隆 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91ﾂ 4

272 積木くずし 穂積　隆信 桐原書店 1983 ﾛｸｵﾝ-37 5

273 罪と罰　縮約版 ドストエフスキー 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-98 2

274 手のひらで知る世界 石井　康子 思想の科学社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 6

275 熱月（テルミドール） 山崎　洋子 講談社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 10

276 手業に学べ　地の巻 塩野　米松 小学館 1996 ﾛｸｵﾝ-36 5

277 手業に学べ　天の巻 塩野　米松 小学館 1996 ﾛｸｵﾝ-36 5

278 手業に学べ　月の巻 塩野　米松 小学館 2000 ﾛｸｵﾝ-36 6

279 手業に学べ　風の巻 塩野　米松 小学館 2000 ﾛｸｵﾝ-36 5

280 天上の青　上 曾野　綾子 毎日新聞社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 7

281 天上の青　下 曾野　綾子 毎日新聞社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 8

282 天地の夢 立松　和平 集英社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 10

283 天女湯おれん 諸田　玲子 講談社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 7

284 天皇陛下と語る 細川　隆元 山手書房 1982 ﾛｸｵﾝ-91ﾎ 4
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285 東京のなかの江戸 加太　こうじ 立風書房 1988 ﾛｸｵﾝ-29 5

286 峠 北原　亞以子 慶次郎縁側日記　４ 新潮社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ｷ 6

287 東福門院和子（まさこ）の涙 宮尾　登美子 講談社 1993 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 11

288 遠いアメリカ 常盤　新平 講談社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾄ 5

289 徳冨蘆花作品集　第一巻 徳冨　蘆花 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾄ 2

290 どくとるマンボウ医局記 北　杜夫 中央公論社 1993 ﾛｸｵﾝ-91ｷ 5

291 トゲトゲの気持 阿川　佐和子 中央公論新社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 3

292 土光さんやろう！　－行革は日本を救う－ 土光　敏夫 山手書房 1982 ﾛｸｵﾝ-31 8

293 十津川警部　愛と死の伝説　上 西村　京太郎 講談社ノベルス 講談社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 6

294 十津川警部　愛と死の伝説　下 西村　京太郎 講談社ノベルス 講談社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ﾆ 6

295 どっきり花嫁の記　－はは与謝野晶子－ 与謝野　道子 主婦の友社 1967 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 5

296 隣の芝生にご用心 赤川　次郎 新潮社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 3

297 巴御前（一） 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1989 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 7

298 巴御前（二） 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 8

299 巴御前（三） 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 8
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300 中勘助全集　第５巻　随筆・小品　Ⅱ 中　勘助 岩波書店 1989 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 8

301 中勘助全集　第６巻　随筆・小品　Ⅲ 中　勘助 岩波書店 1990 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 7

302 中勘助全集　第１１巻　随筆・小品　Ⅷ 中　勘助 岩波書店 1990 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 8

303 中庭の出来事 恩田　陸 新潮社 2006 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 9

304 流れる星は生きている 藤原　てい 中央公論社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ﾌ 9

305 泣き虫とんでけ 山県　喬 ＰＨＰ研究所 1993 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 3

306 なぜ人は恐ろしいことをするのか 曽野　綾子 講談社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 4

307 夏目漱石作品集　第一巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

308 夏目漱石作品集　第二巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

309 夏目漱石作品集　第三巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

310 夏目漱石作品集　第四巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

311 夏目漱石作品集　第五巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

312 夏目漱石作品集　第六巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

313 夏目漱石作品集　第七巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

314 夏目漱石作品集　第八巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2
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315 夏目漱石作品集　第九巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

316 夏目漱石作品集　第十巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

317 夏目漱石作品集　第十一巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

318 夏目漱石作品集　第十二巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

319 夏目漱石作品集　第十三巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

320 夏目漱石作品集　第十四巻 夏目　漱石 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 2

321 名もなき毒 宮部　みゆき 幻冬舎 2006 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 12

322 虹の谷の五月 船戸　与一 集英社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ﾌ 15

323 二十四の瞳　上 壷井　栄 大活字本シリーズ 埼玉福祉会 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾂ 3

324 二十四の瞳　下 壷井　栄 大活字本シリーズ 埼玉福祉会 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾂ 3

325 日曜日たち 吉田　修一 講談社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 3

326 日本語表と裏 森本　哲郎 新潮社 1985 ﾛｸｵﾝ-81 8

327 日本の名随筆　別巻３８　－嫁姑－ 津村　節子 作品社 1994 ﾛｸｵﾝ-91 5

328 日本むかしばなし集 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-38 1

329 日本昔ばなし１００話 日本民話の会 国土社 1986 ﾛｸｵﾝ-38 8
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330
ニューギニア　生きてた英霊　－戦わずに消えた
戦闘部隊－

小林　武 小林武 1992 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 5

331 ニュースキャスター 筑紫　哲也 集英社新書 集英社 2002 ﾛｸｵﾝ-69 4

332 人形姉妹 円地　文子 集英社 1975 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 7

333 人間動物園 連城　三紀彦 双葉社 2002 ﾛｸｵﾝ-91ﾚ 7

334 人間の運命　第一巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1976 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 11

335 人間の運命　第二巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 11

336 人間の運命　第三巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 11

337 人間の運命　第四巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1979 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 11

338 人間の運命　第五巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1976 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 12

339 人間の運命　第六巻 芹沢　光治良 新潮社 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 12

340 人間の運命　第七巻 芹沢　光治良 新潮文庫 新潮社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｾ 12

341 猫の似づら絵師 出久根　達郎 文藝春秋 1998 ﾛｸｵﾝ-91ﾃ 5

342 鼠（ねずみ）　－鈴木商店焼打ち事件－ 城山　三郎 文藝春秋 1988 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 7

343 眠れる霧に 黒井　千次 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ｸ 9

344 納棺夫日記　増補改訂版 青木　新門 文春文庫 文藝春秋 1996 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 4
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345
脳内革命　－脳からでるホルモンが生き方を変え
る－

春山　茂雄 サンマーク出版 1995 ﾛｸｵﾝ-49 4

346 野上彌生子作品集　第一巻 野上　彌生子 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾉ 2

347 信長の女 松本　利昭 光文社文庫 光文社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 6

348
のらくろひとりぼっち　－夫・田河水泡と共に歩ん
で－

高見沢　潤子 光人社 1983 ﾛｸｵﾝ-28 7

349 俳句的生活 長谷川　櫂 中公新書 中央公論新社 2004 ﾛｸｵﾝ-91 6

350 馬鹿一 武者小路　実篤 新潮文庫 新潮社 1970 ﾛｸｵﾝ-91ﾑ 9

351 博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 5

352 バカの壁 養老　孟司 新潮新書 新潮社 2003 ﾛｸｵﾝ-49 4

353 白鳥異伝 荻原　規子 福武書店 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 13

354 白髪鬼　－岡本綺堂怪談集－ 岡本　綺堂 光文社文庫 光文社 1989 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 6

355 パークライフ 吉田　修一 文藝春秋 2002 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 4

356 破獄 吉村　昭 岩波書店 1983 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 8

357
花衣ぬぐやまつわる．．．　－わが愛の杉田久女
－

田辺　聖子 集英社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 12

358 話しながら考える 矢内原　伊作 みすず書房 1986 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 5
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359 花散る頃の殺人 乃南　アサ 新潮社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾉ 5

360 花ならアザミ 志水　辰夫 講談社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 5

361 花のある暮らし 栗田　勇 岩波新書 岩波書店 2002 ﾛｸｵﾝ-91ｸ 5

362 母 三浦　綾子 角川書店 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 5

363 母住井すゑ 増田　れい子 海竜社 1998 ﾛｸｵﾝ-91 3

364 パーフェクト・ブルー 宮部　みゆき 創元推理文庫 東京創元社 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 6

365 林芙美子作品集　第一巻 林　芙美子 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 2

366 林芙美子作品集　第二巻 林　芙美子 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 2

367 薔薇船 小池　真理子 早川書房 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 4

368 初春（はる）の客 平岩　弓枝
御宿かわせみ傑作
選

文藝春秋 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 6

369 半七捕物帳（一）（二） 岡本　綺堂 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｵ 4

370 東大和市市制施行２０周年記念誌
東大和市企画財政
部

東大和市 1990 ﾛｸｵﾝ-31 2

371 東大和市第二次基本計画
東大和市企画財政
部

東大和市 1993 ﾛｸｵﾝ-31 7

372 東大和のよもやまばなし 郷土史みちの会
東大和市教育委
員会 1982 ﾛｸｵﾝ-38 12

373 悲華水滸伝　　上 杉本　苑子 中央公論社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 12
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374 悲華水滸伝　　中 杉本　苑子 中央公論社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 9

375 悲華水滸伝　　下 杉本　苑子 中央公論社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｽ 12

376 樋口一葉作品集　第一巻 樋口　一葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 2

377 樋口一葉作品集　第二巻 樋口　一葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 2

378 樋口一葉作品集　第三巻 樋口　一葉 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 2

379 日暮れ竹河岸 藤沢　周平 文藝春秋 1996 ﾛｸｵﾝ-91ﾌ 4

380 ひさしぶりにさようなら 大道　珠貴 講談社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 3

381 否認　－どうして言わないの－ 堀田　力 読売新聞社 1993 ﾛｸｵﾝ-91ﾎ 7

382 緋の喪章 生口　十朗 近代文芸社 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 8

383 秘密 東野　圭吾 文藝春秋 1998 ﾛｸｵﾝ-91ﾋ 8

384 百の旅　千の旅 五木　寛之 小学館 2004 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 5

385 病院で死ぬということ 山崎　章郎 主婦の友社 1990 ﾛｸｵﾝ-49 5

386
病院で死ぬということ　続　－そして今、僕はホス
ピスに－

山崎　章郎 主婦の友社 1993 ﾛｸｵﾝ-49 5

387 氷雪の殺人 内田　康夫 文藝春秋 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 8

388 ファーストレディ　上 遠藤　周作 新潮文庫 新潮社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 5
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389 ファーストレディ　下 遠藤　周作 新潮文庫 新潮社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 5

390 不撓不屈 高杉　良 新潮社 2002 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 10

391 富嶽百景　他 太宰　治
ラビット文庫朗読ライ
ブラリー

東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 2

392 腐蝕の構造 森村　誠一 毎日新聞社 1977 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 11

393 仏教とっておきの話　３６６　春の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 ﾛｸｵﾝ-18 4

394 仏教とっておきの話　３６６　夏の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 ﾛｸｵﾝ-18 4

395 仏教とっておきの話　３６６　秋の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 ﾛｸｵﾝ-18 4

396 仏教とっておきの話　３６６　冬の巻 ひろ　さちや 新潮社 1995 ﾛｸｵﾝ-18 4

397 不発弾 乃南　アサ 講談社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ﾉ 5

398 ブラフマンの埋葬 小川　洋子 講談社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 3

399 平家物語　－夢とまぼろし－ 東京書芸館 ﾛｸｵﾝ-91 6

400 ベラルーシの林檎 岸　惠子 朝日新聞社 1993 ﾛｸｵﾝ-91ｷ 5

401 ボクは好奇心のかたまり 遠藤　周作 新潮社 1976 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 7

402 穂高吊り尾根殺人事件 梓　林太郎 トクマノベルス 徳間書店 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 4

403 ＨＯＫＫＡＩ 髙樹　のぶ子 新潮社 2005 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 6
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404 炎の経営者 高杉　良 サンケイ出版 1986 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 8

405
保養と湯治の宿　－健康増進に良い温泉旅館１５
０選－

日本交通公社
東京ヘレンケラー
協会 1986 ﾛｸｵﾝ-29 6

406 本所しぐれ町物語 藤沢　周平 新潮社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾌ 5

407 本所深川ふしぎ草紙 宮部　みゆき 新人物往来社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 5

408 本の森の狩人 筒井　康隆 岩波書店 1993 ﾛｸｵﾝ-90 4

409 麻酔 渡辺　淳一
朝日新聞社出版
局 1993 ﾛｸｵﾝ-91ﾜ 7

410
マッシュ「駆けろ」！　－世界最長の犬ゾリ・レース
完走記－

小嶋一男 山と溪谷社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 5

411
マッターホルンの空中トイレ　－女性登山家が語
る山・旅・トイレ－

今井　通子 ＴＯＴＯ出版 1995 ﾛｸｵﾝ-38 4

412 松本清張傑作集 松本　清張 カセット文庫 東芝EMI ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 11

413 摩天崖 太田　蘭三 祥伝社 1998 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 4

414 真昼の悪魔 遠藤　周作 新潮社 1981 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 7

415 茉莉子 夏樹　静子 中央公論新社 1999 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 7

416 見えなくても・愛　－全盲の妻として、母として－ 河辺　豊子 クロビュー社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 7

417 みずうみの家 吉屋　敬 毎日新聞社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 4
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418 みみずくの夜メール 五木　寛之 朝日新聞社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｲ 3

419 宮尾本　平家物語　一　青龍之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2001 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 11

420 宮尾本　平家物語　二　白虎之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2002 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 11

421 宮尾本　平家物語　三　朱雀之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 10

422 宮尾本　平家物語　四　玄武之巻 宮尾　登美子 朝日新聞社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 10

423 宮沢賢治 宮沢　賢治 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

424 宮沢賢治作品集　第一巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

425 宮沢賢治作品集　第二巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

426 宮沢賢治作品集　第三巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

427 宮沢賢治作品集　第四巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

428 宮沢賢治作品集　第五巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

429 宮沢賢治作品集　第六巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

430 宮沢賢治作品集　第七巻 宮沢　賢治 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 2

431 深山に白く 島津　久子 世論時報社 1986 ﾛｸｵﾝ-91ｼ 4

432 未来への記憶　上　　－自伝の試み－ 河合　隼雄 岩波新書 岩波書店 2001 ﾛｸｵﾝ-28 4
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433 未来への記憶　下　　－自伝の試み－ 河合　隼雄 岩波新書 岩波書店 2001 ﾛｸｵﾝ-28 4

434 向田邦子 向田　邦子 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91ﾑ 4

435 ムツゴロウの馬読本 畑　正憲 文藝春秋 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 5

436 棟居刑事の断罪 森村　誠一 角川書店 1998 ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 5

437 紫色の場所 林　真理子 東電声の文庫 東京電力 ﾛｸｵﾝ-91ﾊ 3

438 村雨の首　－歴史小説集－ 澤田　ふじ子 廣済堂出版 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 5

439 村山リウ源氏を語る 村山　リウ 創元社 ﾛｸｵﾝ-91ﾑ 20

440 メトロポリタン 阿刀田　高 文藝春秋 1999 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 6

441 メルヘンの世界 相沢　博 講談社現代新書 講談社 1975 ﾛｸｵﾝ-90 6

442 もっと生きたい！ 岡田　真美 日本テレビ 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 5

443 桃尻語訳枕草子 橋本　治 河出サウンド文庫 河出書房新社 ﾛｸｵﾝ-91 1

444 もものかんづめ さくら　ももこ 集英社 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 3

445 森鴎外作品集　第一巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2

446 森鴎外作品集　第二巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2

447 森鴎外作品集　第三巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2
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448 森鴎外作品集　第四巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2

449 森鴎外作品集　第五巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2

450 森鴎外作品集　第六巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2

451 森鴎外作品集　第七巻 森　鴎外 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ﾓ 2

452 柳田国男作品集　第一巻 柳田　國男 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-38 2

453 柳田国男作品集　第二巻 柳田　國男 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-38 2

454 柳田国男作品集　第三巻 柳田　國男 朗読ライブラリー
東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-38 2

455 大和町史 大和町教育委員会 大和町 1963 ﾛｸｵﾝ-21 20

456 山の尾根の風を分けるカンバの木　－山紀行－ 高橋　敬一 随想舎 1993 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 4

457 山本周五郎 山本　周五郎 新潮カセットブック 新潮社 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 3

458 やまんばのにしき 松谷　みよ子 ポプラ社 1983 ﾛｸｵﾝ-91ﾏ 1

459 闇の法隆寺　－封印された「聖徳太子」の秘密－ 中津　文彦 光文社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾅ 7

460 闇を裂く道　上 吉村　昭 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 6

461 闇を裂く道　下 吉村　昭 文藝春秋 1987 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 5

462 やややのはなし 吉行　淳之介 文藝春秋 1992 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 5
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463 幽霊から愛をこめて　－青春ミステリー－ 赤川　次郎 集英社文庫 集英社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 4

464 雪国 川端　康成
ラビット文庫朗読ライ
ブラリー

東京エーヴィセン
ター

ﾛｸｵﾝ-91ｶ 3

465 指先で紡ぐ愛　－グチもケンカもトキメキも－ 光成　沢美 講談社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 5

466 夢一途 吉永　小百合 主婦と生活社 1988 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 4

467 夜明けの新聞の匂い 曾野　綾子 新潮社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ｿ 5

468 沃野の伝説　上 内田　康夫 朝日新聞社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 6

469 沃野の伝説　下 内田　康夫 朝日新聞社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 6

470 世にも美しい数学入門
藤原　正彦・小川
洋子

ちくまプリマー新書
１１

筑摩書房 2005 ﾛｸｵﾝ-41 3

471 夜はまだあけぬか 梅棹　忠夫 講談社 1989 ﾛｸｵﾝ-91ｳ 5

472 夜に迷って 赤川　次郎 光文社 1994 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 4

473 夜の風見鳥 阿刀田　高 朝日新聞社 1996 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 3

474 夜のピクニック 恩田　陸 新潮社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ｵ 7

475 らすとこんさあと 小室　薫 朝日出版サービス 1991 ﾛｸｵﾝ-91ｺ 3

476 龍宮 川上　弘美 文藝春秋 2002 ﾛｸｵﾝ-91ｶ 4

477 臨場 横山　秀夫 光文社 2004 ﾛｸｵﾝ-91ﾖ 5
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478 流転山脈 梓　林太郎 幻冬舎 1997 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 5

479 歴史と人間　－戦国の武将と幕末の人傑たち－ ＮＨＫカセット
NHKサービスセン
ター

ﾛｸｵﾝ-28 10

480 歴史を彩った悪女・才女・賢女 安西　篤子 講談社 1985 ﾛｸｵﾝ-91ｱ 7

481 レベル７（セブン） 宮部　みゆき 新潮社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 11

482 ローズガーデン 桐野　夏生 講談社 2000 ﾛｸｵﾝ-91ｷ 4

483
論証　昭和から平成へ　（朝日新聞記事　1989年1
月19日～1月25日）

朝日新聞社 1989 ﾛｸｵﾝ-21 2

484 わが恋（おも）う人は 遠藤　周作 講談社 1987 ﾛｸｵﾝ-91ｴ 7

485 わが青春に出会った本 三浦　綾子 新潮文庫 新潮社 1990 ﾛｸｵﾝ-91ﾐ 5

486 私の歩いた道 村山　リウ 創元社 1984 ﾛｸｵﾝ-91ﾑ 6

487 私の岩波物語 山本　夏彦 文藝春秋 1994 ﾛｸｵﾝ-91ﾔ 11

488 私の気くばりのすすめ 鈴木　健二 講談社 1983 ﾛｸｵﾝ-91 6

489 私の戦争 黒木　和雄
岩波ジュニア新書
４７９

岩波書店 2004 ﾛｸｵﾝ-21 4

490 私の遺言 佐藤　愛子 新潮社 2003 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 6

491 わたしの三面鏡 沢村　貞子
朝日新聞社出版
局 1983 ﾛｸｵﾝ-91ｻ 4

492 わたしの渡世日記　上 高峰　秀子 朝日新聞社 1976 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 11
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493 わたしの渡世日記　下 高峰　秀子 朝日新聞社 1976 ﾛｸｵﾝ-91ﾀ 11

494 わたしはオバン　－妻へ・母へ・女性たちへ－ 久保　克児 主婦の友社 1982 ﾛｸｵﾝ-91ｸ 6

495 わたしは盲導犬イエラ 日比野　イエラ ミネルバヴァ書房 1997 ﾛｸｵﾝ-36 5

496 渡辺荘の宇宙人　－指点字で交信する日々－ 福島　智 素朴社 1995 ﾛｸｵﾝ-37 4
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