
カセットテープ　書名５０音順

書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

あ ああ言えばこう食う 914.6 壇ふみ／阿川佐和子 集英社 ４巻

ああエレベーター 379.2
西武鉄道・小川駅の改
善をすすめる会 みくに書房 ５巻

愛の点字図書館長 289 池田  澄子 偕成社 ３巻

緋い記憶 913.6 高橋  克彦 文藝春秋 ６巻

赤い夕日の大地で 916 良永  勢伊子 読売新聞社 ８巻

新しき鍵 914.6 三浦  綾子 光文社 ４巻

ある女流詩人伝 941.7 池内　紀 青土社 ３巻

い 医学の歴史 490.2 小川  鼎三 中央公論社 ６巻

生きかた上手 490.4 日野原　重明 ユーリーグ ３巻

生きてます、１５歳 289.1 井上  美由紀 ポプラ社 ４巻

囲碁の世界 795 中山  典之 岩波書店 ５巻

石の来歴 913.6 奥泉  光 文藝春秋 ５巻

異色の日本論 302.1 西野  辰吉 第三文明社 ４巻

犬と歩いて
－盲導犬ユーザーの詩－

369.27
全日本盲導犬使用者の会
著／石黒謙吾構成 ワニブックス ３巻

犬婿入り 913.6 多和田  葉子 講談社 ３巻

命を染めし一竹辻が花 753.8 久保田  一竹 シーズ ４巻

う ウイルスの恐怖 491.77 澤井  仁 ＰＨＰ研究所 ５巻

牛久沼のほとり 914.6 住井  すゑ 暮しの手帖社 ７巻

宇宙からの黙示録 147.4 渡辺  大起 徳間書店 ５巻

海に立つ墓標 916 山本  茂実 角川書店 ６巻

運転士 913.6 藤原  智美 講談社 ４巻

え 江戸歳時記 386.136 宮田  登 吉川弘文館 ５巻

NHK大黄河１ 遥かなる河源立つ 292.2 井上  靖 日本放送出版協会 ６巻

NHK大黄河２ 異境の民ｵﾙﾄﾞｽの興亡 292.2 西田  龍雄 日本放送出版協会 ６巻

NHK大黄河３ 黄土高原=文明のゆりかご 292.2 樋口  隆康 日本放送出版協会 ６巻

NHK大黄河４ 仏陀の道 292.2 鎌田  茂雄 日本放送出版協会 ７巻

NHK大黄河５ 大河渤海に到る 292.2 陳  舜臣 日本放送出版協会 ６巻

ＮＨＫドラマガイド「はっさい先生」 699 ＮＨＫ 日本放送出版協会 ２巻

1



書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

え 恵比寿屋喜兵衛手控え 913.6 佐藤  雅美 講談社 ７巻

エプロン母さんバイクでアフリカを行く 294.56 竹井  澄子 主婦と生活社 ５巻

お 老いてこそ人生は花 914.6 淡谷  のり子 海竜社 ４巻

老いのみち 914.6 河合  隼雄 読売新聞社 ３巻

青梅街道 213.6 山本  和加子 聖海書林 ８巻

青梅街道 291.36 中西  慶爾 木耳社 ５巻

狼奉行 913.6 高橋  義夫 文藝春秋 ５巻

お母さんは宇宙人 916 橋  幸夫 サンブリッジ ４巻

教えてもっと、美しい音を 369.276 松本　江理
アーティストハウス
パブリッシャーズ

３巻

おすたかれくいえむ 916 8.12連絡会 毎日新聞社 ６巻

お天気博士の四季だより 451.04 倉嶋  厚 講談社 ５巻

乙武レポート 699.64 乙武  洋匡 講談社 ７巻

おどるでく 913.6 室井  光広 講談社 ４巻

溺れる人 916 藤崎　麻里 中央公論新社 ６巻

か 海外の日本人 280 多田  正遠 エッソ石油広報部 ９巻

患者よ、がんと闘うな 494.5 近藤  誠 文藝春秋 ６巻

き 帰郷 913.6 海老沢  泰久 文藝春秋 ４巻

季節のうた 590.4 佐藤  雅子 文化出版局 ４巻

九十九歳の恋うた 914.6 秋山  ちえ子 岩波書店 ３巻

く 蔵（上） 913.6 宮尾  登美子 毎日新聞社 ７巻

蔵（下） 913.6 宮尾  登美子 毎日新聞社 ６巻

暮らしの歳時記三百六十五日 911.307 俳句αあるふぁ編集部 毎日新聞社 ７巻

車椅子のつぶやき 916 坂本  明子 あすなろ社 ４巻

黒船 913.6 吉村  昭 中央公論社 ８巻

け 芸能社会 (上) 913.6 平岩  弓枝 文芸春秋 ６巻

芸能社会 (下) 913.6 平岩  弓枝 文芸春秋 ６巻

こ 恋 913.6 小池  真理子 早川書房 ９巻

小石川の家（ウチ） 914.6 青木  玉 講談社 ４巻

恋忘れ草 913.6 北原  亞以子 文藝春秋 ４巻
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書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

こ 孔子 913.6 井上  靖 新潮社 ９巻

幸福の手紙 913.6 内田  康夫 実業之日本社 ５巻

凍える牙 913.6 乃南  アサ 新潮社 １１巻

五十年目の戦場･神戸 916 車木  蓉子 かもがわ出版 ２巻

この人の閾（イキ） 913.6 保坂  和志 新潮社 ４巻

５００ｇで生まれた娘へ 289.1 井上  美智代 ポプラ社 ３巻

小美代姐さん花乱万丈 913.6 群　ようこ 集英社 ５巻

小麦粉博物誌 619 日清製粉 文化出版局 ４巻

ごめんね！お姑さん、お母さん 916 豊原  ミツ子 講談社 ４巻

さ
最後のパートナー
－盲導犬を引退した犬たち－

369.27
西田美雪文／西田章写
真／石黒謙吾構成 幻冬舎 １巻

し 仕事と遊びは掛け算でいけ 366.7 藤井  康男 大和出版 ５巻

小説「田中絹代」 913.6 新藤  兼人 読売新聞社 ８巻

真紅の琥珀 913.6 永  六輔 講談社 ６巻

新宿鮫  無間人形 913.6 大沢  在昌 読売新聞社 １０巻

人体パーツ別健康事典 490.4 宮田  親平 文藝春秋 １０巻

す すてきな自分への２２章 159.6 佐藤  綾子 ＰＨＰ研究所 ４巻

せ 聖断 916 半藤  一利 文藝春秋 １２巻

聖ヨハネホスピスの友人たち 914.6 重兼  芳子 講談社 ５巻

背負い水 913.6 荻野  アンナ 文藝春秋 ５巻

寂寥郊野 913.6 吉目木  晴彦 講談社 ４巻

た ダイアリー車いすの青春日記 916 板見  陽子 読売新聞社 ７巻

ダイエットバイブル 595 ダイエット研究会 小学館 ７巻

大往生 914.6 永   六輔 岩波書店 ３巻

大東京バス案内（ガイド） 915.6 泉  麻人 実業之日本社 ７巻

台所のオーケストラ 596 高峰  秀子 潮出版社 ３巻

タイムスリップ・コンビナート 913.6 笙野  頼子 文藝春秋 ３巻

ダイヤモンドダスト 913.6 南木  佳士 文藝春秋 ４巻

だから、あなたも生きぬいて 289.1 大平  光代 講談社 ４巻

田中雪枝の料理教室 596 田中  雪枝 毎日新聞社 ２巻
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書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

た タバコの害がなくなる喫煙法 498.3 生天目  昭一 現代ブック社 ３巻

玉川兄弟 913.6 杉本  苑子 文藝春秋 １１巻

中年なじみ 361.64 野田  正彰 ダイヤモンド社 ６巻

ち 超能力健康法 498.3 川津　祐介 現代出版 ３巻

チョッちゃんが行くわよ 914.6 黒柳  朝 主婦と生活社 ５巻

つ 終の夏かは 916 古越  富美恵 読売新聞社 ５巻

つかぬことを言う 914.6 山本  夏彦 中央公論社 ４巻

津軽三味線ひとり旅 768.5 高橋  竹山 中央公論社 ３巻

佃島ふたり書房 913.6 出久根  達郎 講談社 ６巻

て てとテと手 778.21 三田  佳子 主婦と生活社 ５巻

手の中の顔 378.1 松井  新二郎 橘出版 ４巻

テロリストのパラソル 913.6 藤原  伊織 講談社 ７巻

テロリストの軌跡 316.4 朝日新聞アタ取材班 草思社 ３巻

天声人語－人物編－ 304 辰濃  和男 朝日新聞社 １２巻

天皇家の歴史（上） 288.41 ねず  まさし 三一書房 １１巻

天皇家の歴史（下） 288.41 ねず  まさし 三一書房 １２巻

と 東京いまとむかし（上） 291.36 山本  富夫 彩流社 ５巻

東京いまとむかし（中） 291.36 山本  富夫 彩流社 ６巻

東京いまとむかし（下） 291.36 山本  富夫 彩流社 ５巻

東京が燃えた日 210 早乙女  勝元 岩波書店 ４巻

東京大空襲 916 早乙女  勝元 岩波書店 ４巻

東京２３区物語 291.36 泉  麻人 新潮社 ４巻

東京の横丁 914.6 永井  龍男 講談社 ６巻

徳川家光（１）三代の風の巻 913.6 山岡  荘八 毎日新聞社 ５巻

徳川家光（２）泰平人脈の巻 913.6 山岡  荘八 毎日新聞社 ５巻

徳川家光（３）地の声天の声の巻 913.6 山岡  荘八 毎日新聞社 ５巻

徳川家光（４）時流と運命の巻 913.6 山岡  荘八 毎日新聞社 ５巻

時計じかけのオレンジ
（ｱﾝﾄﾆｰ･ﾊﾞｰｼﾞｴｽ著）

933 乾  信一郎訳 早川書房 ５巻

な 長崎市長への７３００通の手紙 210.7 径書房編集部 径書房 ８巻

4



書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

な 中坊公平・私の事件簿 327.14 中坊  公平 集英社 ４巻

ナマコの眼 664.78 鶴見  良行 筑摩書房 １３巻

南総里見八犬伝（一） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 ８巻

南総里見八犬伝（二） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 ９巻

南総里見八犬伝（三） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 １０巻

南総里見八犬伝（四） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 １１巻

南総里見八犬伝（五） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 １２巻

南総里見八犬伝（六） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 ９巻

南総里見八犬伝（七） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 １１巻

南総里見八犬伝（八） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 ９巻

南総里見八犬伝（十） 913.5 曲亭　馬琴 岩波書店 １０巻

に 虹の岬 913.6 辻井  喬 中央公論社 ６巻

ニュートンの林檎 (上 ) 913.6 辻  仁成 集英社 ７巻

ニュートンの林檎 (下 ) 913.6 辻  仁成 集英社 ８巻

人情話松太郎 910.286 高峰  秀子 潮出版社 ３巻

ね 猫の耳そうじ 914.6 工藤  久代 晶文社 ３巻

年金老人奮戦日記 914.6 山口  瞳 新潮社 １７巻

の 脳死 490.15 立花  隆 中央公論社 １２巻

脳治療革命の朝（アシタ） 493.73 柳田  邦男 文藝春秋 １０巻

ﾉｽﾄﾗﾀﾞﾑｽの大予言・地獄編 147.4 五島  勉 祥伝社 ４巻

野火止用水 517.213 斎藤利夫／大谷希幸 有峰書店新社 ５巻

は 俳句はいかが 911 五味  太郎 岩崎書店 １巻

白球残映 913.6 赤瀬川  隼 文藝春秋 ５巻

花どろぼう 914.6 池田  裕子 文藝春秋 ６巻

ハヤトの思い出 645.6 綾部　麻 東洋出版 ３巻

春よ、来い（一） 913.6 橋田  壽賀子 日本放送出版協会 ７巻

春よ、来い（二） 913.6 橋田  壽賀子 日本放送出版協会 ７巻

春よ、来い（三） 913.6 橋田  壽賀子 日本放送出版協会 ６巻

春よ、来い（四） 913.6 橋田  壽賀子 日本放送出版協会 ８巻
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書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

ひ ピアニストという蛮族がいる 762.8 中村  紘子 文藝春秋 ６巻

飛燕対グラマン 916 田形  竹尾 今日の話題社 ９巻

美人キャスターは殺し屋 913.6 胡桃沢  耕史 講談社 ４巻

美人進化論 383.5 村沢  博人 東京書籍 ４巻

人・旅・自然 914.6 荒垣  秀雄 社会保障出版社 ７巻

火の海からの伝言 916 小森  香子 あゆみ出版 ５巻

火の瞳 913.6 早乙女  勝元 講談社 ５巻

ヒマラヤすばらしき教室 916 高橋  清輝 けやき出版 ４巻

漂泊者のアリア 913.6 古川  薫 文藝春秋 ７巻

ふ 風俗江戸物語 210.5 岡本  綺堂 河出書房新社 ４巻

二つの山河 913.6 中村  彰彦 文藝春秋 ５巻

豚の報い 913.6 又吉  栄喜 文藝春秋 ４巻

冬の薔薇 914.6 秋山  ちえ子 三月書房 ４巻

プロ野球審判の眼 783.7 島  秀之助 岩波書店 ４巻

へ 塀の中の懲りない面々 326.52 安部  譲二 文藝春秋 ５巻

蛇を踏む 913.6 川上  弘美 文藝春秋 ３巻

ほ 星への手紙 914.6 串田  孫一 岩波書店 ５巻

ま マークスの山 913.6 高村  薫 早川書房 １４巻

マーフィーの法則 937 ｱｰｻｰ･ﾌﾞﾛｯｸ アスキー ３巻

マイ・ラスト・ソング 914.6 久世  光彦 文藝春秋 ３巻

孫ニモ負ケズ 914.6 北  杜夫 新潮社 ２巻

魔女のいる教室 913 大石  真 岩崎書店 ２巻

松風の家（上） 913.6 宮尾  登美子 文藝春秋 ６巻

松風の家（下） 913.6 宮尾  登美子 文藝春秋 ６巻

満州国に生まれて 916 植村  美千子 勁草書房 ４巻

み 三田佳子「第三の人生に乾杯！」 778.21 三田佳子／石井真人 毎日新聞社 ３巻

美智子皇后の「いのちの旅」 288.44 渡辺  みどり 文藝春秋 ５巻

む 武蔵野歴史散歩Ⅰ 291.36 伊佐九三四郎 有峰書店新社 ６巻

め メイド・イン・ジャパン 540.67 盛田  昭夫 朝日新聞社 ２巻
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書                名 分類番号 著        者 出  版  社 巻数

も ものの見かた感じかた 914.6 渡辺  淳一 講談社 ２巻

や 柳生兵庫助 （一） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ７巻

柳生兵庫助 （二） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ６巻

柳生兵庫助 （三） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ５巻

柳生兵庫助 （四） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ６巻

柳生兵庫助 （五） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ６巻

柳生兵庫助 （六） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ５巻

柳生兵庫助 （七） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ５巻

柳生兵庫助 （八） 913.6 津本  陽 文藝春秋 ６巻

ゆ 由煕（ユヒ） 913.6 李  良枝 講談社 ６巻

指と耳で読む 016.58 本間  一夫 岩波書店 ４巻

ら らせん 913.6 鈴木  光司 角川書店 ８巻

わ ワイルド・スワン（上） 936 ユン・チアン 講談社 １０巻

ワイルド・スワン （下） 936 ユン・チアン 講談社 １１巻

わが街角（一） 913.6 早乙女  勝元 新潮社 ６巻

わが街角（二） 913.6 早乙女  勝元 新潮社 ７巻

わが街角（三） 913.6 早乙女  勝元 新潮社 ７巻

わが街角（四） 913.6 早乙女  勝元 新潮社 ７巻

わが街角（五） 913.6 早乙女  勝元 新潮社 ７巻

私の浅草 914.6 沢村  貞子 暮しの手帖社 ５巻

私の台所 914.6 沢村  貞子 暮しの手帖社 ５巻

わたしのおせっかい談義 914.6 沢村  貞子 光文社 ４巻

わたしの三面鏡 778.21 沢村  貞子 朝日新聞社出版局 ２巻

わたしの脇役人生 914.6 沢村  貞子 新潮社 ４巻
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