
岐阜県図書館所蔵　録音図書目録（カセットテープ）　令和2年1月末現在

岐阜県図書館　録音図書（カセットテープ）

０　：　総記

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

1 8730302472 007.6 イ 豆炭とパソコン 　　80代からのインターネット入門 糸井重里/著 音訳サービス・J 全4巻

2 8730149084 007.6 ウ Windowsパソコン入門 オフィス・コア 全26巻

3 8730149389 007.6 ウ Windowsパソコン入門 続 オフィス・コア 全26巻

4 8740902601 007.6 マ コンピュータ2000年問題 松井一郎/著 岐阜県図書館 全2巻

5 8730301635 007.6 ミ キー入力練習 美月めぐみ/著 オフィス・コア 全2巻

6 8740907635 007.6 ワ ネコでもできるパソコンのはじめ方 入門の入門 和田茂夫/著 岐阜県図書館 全3巻

7 8740923737 016.2 メ 目の不自由な方のための岐阜県図書館利用案内 岐阜県図書館/編 岐阜県図書館 全1巻

8 8740927422 019 シ 読書でござる 白石　公子／著 岐阜県図書館 全5巻

9 8730148800 019 ス 本に読まれて 須賀敦子/著 オフィス・コア 全6巻

10 8740921410 019.2 ワ 読む力は生きる力 脇 明子/著 岐阜県図書館 全5巻

11 8740926096 019.5 マ 絵本が育てる子どもの心 松居　直／著 岐阜県図書館 全2巻

12 8740923700 029.1 ギ 岐阜県図書館所蔵録音図書目録 2007年度版 岐阜県図書館/編 岐阜県図書館 全3巻

13 8740913507 049 コ 子どもの”なんで?”に答える本 MISONO教育研究会/編 岐阜県図書館 全4巻

１　：　哲学・宗教

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

14 8740921080 126.3 ユ ウパニシャッド 湯田 豊/訳、著 岐阜県図書館 全17巻

15 8740922041 129 グ 不滅の言葉(コタムリト) マヘンドラ・グプタ/著 岐阜県図書館 全4巻

16 8740903897 159 モ 人生､最後に勝てる法則 森祇晶/著 岐阜県図書館 全3巻

17 8740916483 180.4 ヒ これが仏教　　今より幸せになる知恵27話 ひろさちや/著 岐阜県図書館 全5巻

18 8740926971 180.4 ヒ 世間も他人も気にしない ひろ　さちや／著 岐阜県図書館 全3巻

19 8740925132 186.9 コ Route88 小林 キユウ/著 岐阜県図書館 全4巻

20 8740928170 188.2 ヤ まごころを生きる　　人生をひらく仏の心 安田　暎胤／著 岐阜県図書館 全5巻

２　：　歴史・伝記・地理

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

21 8740906315 209.7 ハ 21世紀への伝言　　名言にみる｢日本と世界｣の100年 半藤一利/著 岐阜県図書館 全22巻

22 8740905953 210 ア 日本の歴史をよみなおす 続 網野善彦/著 岐阜県図書館 全4巻

23 8740906638 210.2 マ 発掘捏造 毎日新聞旧石器遺跡取材班/著 岐阜県図書館 全6巻

24 8740904802 210.3 ミ 古代史最大の謎ユダヤ人と日本人の秘密 水上涼/著 岐阜県図書館 全5巻
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岐阜県図書館所蔵　録音図書目録（カセットテープ）　令和2年1月末現在

25 8730150174 210.6 フ 教科書が教えない歴史 藤岡信勝 自由主義史観研究会/著 音訳サービス・J 全4巻

26 8730146799 281.04 シ 弔辞 新藤兼人/著 音訳サービス・J 全5巻

27 8730308420 281.04 ス 流されびと考 杉本苑子/著 音訳サービス・J 全7巻

28 8730149342 281.04 モ 恋は決断力 　　明治生れの13人の女たち 森まゆみ/著 オフィス・コア 全4巻

29 8730316226 289.1 ア 甘粕大尉 角田 房子/著 音訳サービス・J 全10巻

30 8740926532 289.1 ス 舎監せんせい 鈴木　政子／著 岐阜県図書館 全３巻

31 8740928009 289.1 マ 生きよ淡墨桜 桑原　恭子／著 岐阜県図書館 全5巻

32 8730150432 289.2 デ 女盗賊プーラン 上巻 プーラン・デヴィ/著 武者圭子/訳 音訳サービス・J 全6巻

33 8730150343 289.2 デ 女盗賊プーラン 下巻 プーラン・デヴィ/著 武者圭子/訳 音訳サービス・J 全6巻

34 8730150719 290.9 オ 障害者の地球旅行案内 おそどまさこ/著 オフィス・コア 全6巻

35 8730313028 290.9 シ 音楽の旅 味の旅 志鳥 栄八郎/著 オフィス・コア 全5巻

36 8740915397 291.5 コ 東海の名水・わき水やすらぎ紀行 近藤紀巳/著 岐阜県図書館 全3巻

37 8740915421 297.35 イ いまでも天国にいちばん近い島 森村桂/著 岐阜県図書館 全1巻

３　：　社会科学

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

38 8740924340 304 カ 日本文化の新しい顔 河合 隼雄/述 岐阜県図書館 全2巻

39 8740903135 304 チ この国を変える視座 筑紫哲也/著 岐阜県図書館 全2巻

40 8740903538 304 ミ いま人間であること 宮田光雄/著 岐阜県図書館 全1巻

41 8730308663 304 ヨ バカの壁 養老 孟司/著 音訳サービス・J 全4巻

42 8740903171 316.4 サ 人質127日 　　ペルー日本大使公邸占拠事件 斎藤慶一/著 岐阜県図書館 全6巻

43 8740907312 316.4 ス 現代のテロリズム 首籐信彦/著 岐阜県図書館 全2巻

44 8740924260 318 ム 役所は変わる｡もしあなたが望むなら 村尾 信尚/著 岐阜県図書館 全3巻

45 8740906413 320 ヤ 知っておきたい暮らしのトラブル110番 山口英資/著 岐阜県図書館 全6巻

46 8740925660 322.2 マ マヌ法典 渡瀬 信之/訳 岐阜県図書館 全12巻

47 8740913383 324 ツ 暮らしに役立つ民法 　　図解 付岡透/監修 岐阜県図書館 全6巻

48 8730146510 327.1 タ 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/著 オフィス・コア 全5巻

49 8740903153 327.8 コ 法のなかの子どもたち 後藤弘子/著 岐阜県図書館 全2巻

50 8740924930 336 サ 頭のいい叱り方叱られ方 斎藤 茂太/著 岐阜県図書館 全4巻

51 8740925830 337.2 カ 貨幣手帳 　　付・日本全発行貨幣時価表 岐阜県図書館 全6巻

52 8740913454 342.1 カ 粉飾国家 金子勝/編 岐阜県図書館 全5巻

53 8730300010 361.5 マ とんでもない母親と情ない男の国日本 マークス寿子/著 音訳サービス・J 全5巻

54 8730149039 364.4 マ わかりやすい介護保険法 増田雅暢/著 オフィス・コア 全5巻

55 8740907466 365 オ 消費者契約法・活用ガイド 岡田ヒロミ/著 岐阜県図書館 全2巻
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56 8740903547 365.3 ア 住む人が育てる安心マンション 有馬百江/著 岐阜県図書館 全2巻

57 8740921680 366.2 ギ 偽装請負 朝日新聞特別報道チーム/著 岐阜県図書館 全5巻

58 8740907804 366.3 イ 働きながら､子育て 今城かおり/編著 岐阜県図書館 全2巻

59 8740904339 367.1 ク ｢家事の値段｣とは何か 　　アンペイドワークを測る 久場嬉子 竹信三恵子/著 岐阜県図書館 全2巻

60 8730300880 367.3 ヤ 山田太一､小此木啓吾､｢家族｣を語る｡ 山田太一 小此木啓吾/著 オフィス・コア 全4巻

61 8740905434 367.7 キ Q&A高齢者のための生活相談 日本社会福祉士会相談事業委員会/編集 みな 岐阜県図書館 全6巻

62 8730305287 369 マ 盲導犬ハンドブック 松井進/著 音訳サービス・J 全5巻

63 8730146108 369.2 オ あなたの老後の運命は 大熊一夫/著 オフィス・コア 全5巻

64 8730305133 369.2 シ 視聴覚障害者のための情報機器&サービス 2003 大活字/編 オフィス・コア 全5巻

65 8730308251 369.2 シ 視覚障害者のための情報機器&サービス 2004 大活字/編 オフィス・コア 全5巻

66 8730301125 369.2 モ ヨメール物語 　　視覚障害者の読書革命 望月優 美月めぐみ/著 オフィス・コア 全3巻

67 8740903387 369.3 オ 難民つくらぬ世界へ 緒方貞子/著 岐阜県図書館 全2巻

68 8740903411 369.4 オ ハンディをもつ子どもの権利 小笠毅/著 岐阜県図書館 全2巻

69 8740904132 370.4 マ あの｢青空｣をふたたび 　　教育基本法のこころ 丸木政臣/著 岐阜県図書館 全2巻

70 8740903037 370.4 ヤ 寅さんの学校論 山田洋次 田中孝彦/述 岐阜県図書館 全2巻

71 8740902620 371.4 ヨ いじめ､不登校､暴力… 横湯園子/著 岐阜県図書館 全1巻

72 8740903627 371.4 ヨ 不登校・登校拒否 　　悩める親と子へのメッセージ 横湯園子/著 岐阜県図書館 全2巻

73 8740903304 373.1 ツ 選択・責任・連帯の教育改革 堤清二 橋爪大三郎/著 岐阜県図書館 全2巻

74 8740921901 377 チ 知を創造する 佐藤 文隆/編 岐阜県図書館 全2巻

75 8730303845 378.1 テ わが道はチベットに通ず サブリエ・テンバーケン/著 平井吉夫/訳 音訳サービス・J 全7巻

76 8740919331 378.1 ト
特別支援学校と障害児教育の専門性　　大阪市立盲学校｢センター
化｣15年の挑戦

越野 和之/編 岐阜県図書館 全6巻

77 8730301869 379.9 イ 伊藤ふきげん製作所 伊藤比呂美/著 音訳サービス・J 全5巻

78 8740907205 379.9 タ 好かれるお母さん嫌われるお母さん 多湖輝/著 岐阜県図書館 全3巻

79 8740907330 382.1 ミ 奥美濃のこころ 　　多喜女ききがき 水野多喜/述 水野隆/文 岐阜県図書館 全1巻

80 8730150835 385.6 ヒ 死にぎわの法律Q&A 　　くらしの相談室 平田厚 前田敬子/著 オフィス・コア 全6巻

４　：　自然科学・医学

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

81 8740904858 469.4 コ 顔と表情の人間学 香原志勢/著 岐阜県図書館 全6巻

82 8740927478 470.4 イ 花ものがたり 池田　香代子／著 岐阜県図書館 全3巻

83 8740924350 488 タ ペンギンはなぜ飛ぶことをやめたのか 田代 和治/著 岐阜県図書館 全5巻

84 8740903814 490.1 ミ 脳死ドナーカードを書く前に読む本 水谷弘/著 岐阜県図書館 全4巻

85 8730308206 490.3 ハ 病院で聞くことば辞典 濱六郎/著 オフィス・コア 全5巻
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86 8740903850 490.4 ヨ 変わろうとしない医者たち 米山公啓/著 岐阜県図書館 全4巻

87 8740904375 492.1 ナ 病院の検査の意外な｢落とし穴｣がわかる本 奈良信雄/著 岐阜県図書館 全4巻

88 8740907107 492.7 ア 疲れ､コリ､痛みにすぐ効く!77のツボ 赤司洋子/著 岐阜県図書館 全2巻

89 8730301279 493.7 カ ボケてたまるか! 　　痴呆は自分で防ぐ家族で治す 一万九千人の 金子満雄/著 オフィス・コア 全4巻

90 8740903921 494.5 オ 身近な人がガンになったとき何をなすべきか 帯津良一/著 岐阜県図書館 全5巻

91 8740906010 494.7 イ お年寄りが骨折したら　　寝たきりにさせない知恵 飯島治/著 岐阜県図書館 全3巻

92 8730301232 494.9 サ 臓器移植体験者の立場から 沢井繁男/著 オフィス・コア 全4巻

93 8730148748 498 オ 緊急招集(スタット・コール) 奥村徹/著 オフィス・コア 全6巻

94 8730308153 498 カ あきらめない 鎌田實/著 オフィス・コア 全5巻

95 8730307915 498.1 コ 厚生労働白書 　　現役世代の生活像-経済的側面を中心として 平成14年版 厚生労働省/著 日本盲人会連合 全6巻

96 8740907368 498.1 サ 差額ベッド料Q&A ささえあい医療事務センター/編 岐阜県図書館 全2巻

97 8740907260 498.3 ウ あの人の元気のもと 宇津木理恵子/取材・文 『ミマン』編集部/ 岐阜県図書館 全4巻

98 8740916311 498.5 ア ｢医食同源｣陰陽バランス食のすすめ 新居裕久/著 岐阜県図書館 全5巻

99 8730300950 498.5 ナ 遺伝子組み換え食品を検証する 　　ジャーナリストの取材ノート 中村靖彦/著 オフィス・コア 全7巻

100 8740920913 498.5 ナ 一〇〇歳食レシピ編 永山 久夫/著 岐阜県図書館 全3巻

101 8740905499 498.58 ナ こんな食事が病気を防ぐ 　　新しい食卓の常識・非常識 中村丁次/著 岐阜県図書館 全4巻

102 8730301063 499 ヨ そのクスリを飲む前に 　　ちょっと待って! 開業医だから書ける 吉田均/著 オフィス・コア 全6巻

103 8740905318 499.1 エ 薬の効き方・飲み方・使い方 越前宏俊/著 岐阜県図書館 全5巻

５　：　工学・家庭生活

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

104 8740907484 518.5 カ かしこいリサイクルQ&A 加藤三郎/編著 岐阜県図書館 全2巻

105 8730307370 518.5 モ ゴミの分け方・捨て方練習帖 　　簡単・きれい! 百瀬いづみ/監修 岐阜県図書館 全2巻

106 8730146565 519 カ 環境ホルモン入門 　　今わかっていること､そしてやるべきこと 中原英臣/監修 オフィス・コア 全4巻

107 8740903510 519.7 ウ さまよえる廃棄パソコン 内田誠/著 岐阜県図書館 全2巻

108 8740907386 519.8 タ 高尾山にトンネルは似合わない 辰濃和男/編 岐阜県図書館 全2巻

109 8740923380 535.2 キ 機械式時計解体新書 本間 誠二/監修 岐阜県図書館 全6巻

110 8730301555 547.4 キ きょうから始めるE-mail 　　美代とめぐみの往復書簡 オフィス・コア 全2巻

111 8730300431 547.48 ノ インターネット｢超｣活用法 野口悠紀雄/著 音訳サービス・J 全5巻

112 8730301608 582.3 モ 視覚障害者によるワープロ入門 望月優/著 オフィス・コア 全6巻

113 8740907770 590 ヤ 山崎えり子の28時間時計 山崎えり子/著 岐阜県図書館 全3巻

114 8740916465 593.1 タ きもの花伝 滝沢静江/著 岐阜県図書館 全4巻

115 8730150058 594.3 ナ なわあみニット 音訳サービス・J 全4巻

116 8730308304 596 サ 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/編 オフィス・コア 全5巻
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117 8740902521 596 マ 松田麗子のアイデアいっぱい簡単料理 松田麗子/著 岐阜県図書館 全2巻

118 8740926283 596 マ 子どもこんだて 幕内　秀夫／著 岐阜県図書館 全3巻

119 8740902540 596.2 ア アロラさんのスパイシーベジタブル料理 レヌ・アロラ/著 岐阜県図書館 全2巻

120 8730302131 596.2 タ 回転スシ世界一周 玉村豊男/著 音訳サービス・J 全5巻

121 8740907519 597.9 ア 掃除の達人になる! 　　手早く､スッキリ､きれいに暮らす 阿部絢子/著 岐阜県図書館 全4巻

６　：　産業

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

122 8740916410 601.1 モ 飛騨新時代への道　　北アルプス横断安房トンネル 森嶋哲也/著 岐阜県図書館 全3巻

123 8740935649 610.5 ス
身近な野菜の畑から食卓までの道　平成26年度フードチェーン食育活
動推進事業

すこやか食生活協会 全1巻

124 8740931229 610.5 ノ 食料・農業・農村白書 平成24年度 農林水産省 全1巻

125 8740934418 610.5 ノ 食料・農業・農村白書 平成25年度 農林水産省 全1巻

126 8740907125 649.5 ヤ 狂牛病・正しい知識 山内一也/著 岐阜県図書館 全3巻

127 8740907232 649.5 ヤ 狂牛病と人間 山内一也/著 岐阜県図書館 全2巻

128 8740939639 650 ギ 岐阜県議会だより　平成28年2月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

129 8740939666 650 ギ 岐阜県議会だより　平成28年5月臨時会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

130 8740939648 650 ギ 岐阜県議会だより　平成28年6月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

131 8740939657 650 ギ 岐阜県議会だより　平成28年9月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

132 8740939620 650 ギ 岐阜県議会だより　平成28年12月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

133 8740940504 650 ギ 岐阜県議会だより　平成29年2月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

134 8740940353 650 ギ 岐阜県議会だより　平成29年5月臨時会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

135 8740940827 650 ギ 岐阜県議会だより　平成29年6月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

136 8740941243 650 ギ 岐阜県議会だより　平成29年9月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

137 8740941440 650 ギ 岐阜県議会だより　平成29年12月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

138 8740941790 650 ギ 岐阜県議会だより　平成30年2月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

139 8740941904 650 ギ 岐阜県議会だより　平成30年5月臨時会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

140 8740942080 650 ギ 岐阜県議会だより　平成30年6月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

141 8740942269 650 ギ 岐阜県議会だより　平成30年9月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

142 8740942750 650 ギ 岐阜県議会だより　平成30年12月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

143 8740942779 650 ギ 岐阜県議会だより　平成31年2月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

144 8740942993 650 ギ 岐阜県議会だより　令和元年5月臨時会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

145 8740943201 650 ギ 岐阜県議会だより　令和元年6月定例会号 岐阜県議会/発行 岐阜アソシア/音声版制作 全1巻

146 8740906048 658.2 ヤ 炭これは便利だ!102の使い方 　　こんな手軽で効果的!驚きのアイデア集 谷田貝光克/監修 知的生活研究所/著 岐阜県図書館 全2巻

請求記号
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岐阜県図書館所蔵　録音図書目録（カセットテープ）　令和2年1月末現在

147 8730312577 661.9 コ 海人 小林照幸/著 オフィス・コア 全7巻

148 8740916536 685.2 ノ 濃飛の古道 太田三郎/著 岐阜県警察本部華陽編集部/編 岐阜県図書館 全5巻

149 8740926579 699 オ 2011年7月24日　テレビが突然消える日 岡村 黎明/著 岐阜県図書館 全５巻

150 8740912288 699.6 コ テレビの黄金時代 小林信彦/著 岐阜県図書館 全6巻

151 8740925446 699.9 ク TBS事件とジャーナリズム 黒田 清/著 岐阜県図書館 全2巻

７　：　芸術・スポーツ

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

152 8740925179 718 ハ ちいさいぶつぞうおおきいぶつぞう はな/著 岐阜県図書館 全3巻

153 8740903313 726.5 イ いわさきちひろの願ったこと 松本由理子/著 岐阜県図書館 全2巻

154 8740915440 726.5 ミ 私の昭和町 峰岸達/著 岐阜県図書館 全1巻

155 8730301321 760.8 ミ テーマ別クラシックおもしろ鑑賞事典 宮本英世/著 オフィス・コア 全8巻

156 8730305240 762.1 セ 聞いて､ヴァイオリンの詩 千住真理子/著 オフィス・コア 全4巻

157 8730150890 762.8 テ クラシックこの演奏家を聴け! 出谷啓/著 オフィス・コア 全6巻

158 8730308761 767 ア 愛唱歌ものがたり 読売新聞文化部/著 音訳サービス・J 全9巻

159 8730149709 767.8 ア 愛すべき名歌たち 　　私的歌謡曲史 阿久悠/著 音訳サービス・J 全5巻

160 8740904894 767.8 オ ありがとうなんて絶対言わない 大黒摩季/著 岐阜県図書館 全3巻

161 8740907170 767.8 ミ 美空ひばり燃えつきるまで 森啓/著 岐阜県図書館 全5巻

162 8740907027 772.1 エ えなりですどうも! 　　青春汗かき五分刈りエッセイ えなりかずき/著 岐阜県図書館 全3巻

163 8740906360 779.1 カ 文珍流・落語への招待 桂文珍/著 岐阜県図書館 全4巻

164 8740903565 780.1 ホ スポーツ障害別ストレッチング 堀居昭/著 岐阜県図書館 全6巻

165 8730147517 785.2 ス ダイビングの世界 須賀潮美/著 音訳サービス・J 全4巻

８　：　言語

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

166 8740903055 818 カ 神田卓朗の岐阜弁笑景special 神田卓朗/著 岐阜県図書館 全3巻

167 8740926837 837 モ 世界旅行自由自在60歳からの英会話入門 守　誠／著 岐阜県図書館 全3巻

９　：　文学

№ 資料コード タイトル 巻次 著者 製作者 巻数

168 8730148686 902.3 ア ミステリーのおきて102条 阿刀田高/著 オフィス・コア 全6巻

169 8740918817 910.2 ク わが久保田万太郎　　枯野はも縁の下までつゞきをり 後藤 杜三/著 岐阜県図書館 全10巻

170 8730146378 910.2 ス 母住井すゑ 増田れい子/著 オフィス・コア 全4巻

171 8730308823 910.2 ナ 漱石の孫 夏目房之介/著 音訳サービス・J 全5巻

請求記号

請求記号

請求記号
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岐阜県図書館所蔵　録音図書目録（カセットテープ）　令和2年1月末現在

172 8730305394 910.2 ミ 妻 三浦綾子と生きた四十年 三浦光世/著 音訳サービス・J 全5巻

173 8730302418 910.2 ユ 命 柳美里/著 音訳サービス・J 全5巻

174 8730307835 911.04 オ 日本語つむぎ 大岡信/著 岐阜県図書館 全8巻

175 8730301724 911.1 イ 湯めぐり歌めぐり 池内紀/著 オフィス・コア 全4巻

176 8740906084 911.1 オ 歌を創るこころ 岡井隆/著 岐阜県図書館 全6巻

177 8740927333 911.1 ミ 歌言葉考言学 宮地　伸一/著 岐阜県図書館 全4巻

178 8740923441 911.11 オ 短歌入門 大野 誠夫/著 岐阜県図書館 全5巻

179 8730312960 911.15 リ 良寛さんのうた 良寛/著 オフィス・コア 全1巻

180 8730147419 911.16 サ 茂吉晩年 　　｢白き山｣｢つきかげ｣時代 北杜夫/著 音訳サービス・J 全6巻

181 8740918334 911.16 タ 天竜に近き店　　田村三好歌集 田村三好/著 岐阜県図書館 全2巻

182 8740923497 911.16 タ 短歌があるじゃないか｡ 穂村 弘/著 岐阜県図書館 全5巻

183 8740903369 911.16 バ はるかな父へ 　　うたの歳時記 馬場あき子/著 岐阜県図書館 全5巻

184 8730301303 911.16 ミ 季節の森の物語 道浦母都子/著 オフィス・コア 全3巻

185 8740918361 911.16 ム 花を探して　　歌集 武藤孝夫/著 岐阜県図書館 全2巻

186 8740922014 911.16 モ 盲学生短歌集 第5巻 岐阜県立岐阜盲学校/編 岐阜県図書館 全3巻

187 8740927567 911.16 モ 盲学生短歌集 岐阜県立岐阜盲学校／編 岐阜県図書館 全2巻

188 8740905873 911.3 イ 遅速 　　句集 飯田竜太/著 岐阜県図書館 全1巻

189 8740906585 911.3 カ 漂泊の俳人たち 金子兜太/著 岐阜県図書館 全4巻

190 8740906816 911.3 カ 句集東国抄 金子兜太/著 岐阜県図書館 全1巻

191 8730300899 911.3 ゴ 俳句の見える風景 後藤比奈夫/著 オフィス・コア 全3巻

192 8740907018 911.3 ハ 句集果実 長谷川櫂/著 岐阜県図書館 全1巻

193 8740907054 911.3 ヒ 遍照 廣瀬直人/著 岐阜県図書館 全1巻

194 8740921367 911.3 タ 鷹羽狩行俳句の楽しみ 鷹羽 狩行/著 岐阜県図書館 全5巻

195 8740905238 911.31 イ 飯田蛇笏集成 第1巻 飯田蛇笏/著 角川文化振興財団/編 岐阜県図書館 全8巻

196 8740905149 911.31 イ 飯田蛇笏集成 第2巻 飯田蛇笏/著 角川文化振興財団/編 岐阜県図書館 全8巻

197 8740905087 911.31 イ 飯田蛇笏集成 第3巻 飯田蛇笏/著 角川文化振興財団/編 岐阜県図書館 全9巻

198 8740916269 911.32 オ 芭蕉と岐阜・大垣 大野国士/著 岐阜県図書館 全3巻

199 8740912671 911.36 イ 飯田蛇笏秀句鑑賞 丸山哲郎/著 岐阜県図書館 全5巻

200 8740916222 911.36 イ 定本石田波郷全句集 石田波郷/著 岐阜県図書館 全4巻

201 8740918719 911.36 イ 秀句の風姿　　現代俳句鑑賞 飯田 竜太/著 岐阜県図書館 全5巻

202 8740907626 911.36 ハ 古志・天球 長谷川櫂句集 長谷川櫂/著 岐阜県図書館 全2巻

203 8740909540 911.36 ミ 水原秋桜子全集 第1巻 水原秋桜子/著 岐阜県図書館 全5巻

204 8740910158 911.36 ミ 水原秋桜子全集 第2巻 水原秋桜子/著 岐阜県図書館 全4巻

205 8740910908 911.36 ミ 水原秋桜子全集 第3巻 水原秋桜子/著 岐阜県図書館 全5巻

7 



岐阜県図書館所蔵　録音図書目録（カセットテープ）　令和2年1月末現在

206 8730307399 911.36 ミ 水原秋桜子全集 第4巻 水原秋桜子/著 岐阜県図書館 全4巻

207 8730307432 911.36 ミ 水原秋桜子全集 第5巻 水原秋桜子/著 岐阜県図書館 全4巻

208 8740904624 911.37 イ 飯田竜太 飯田竜太/著 岐阜県図書館 全3巻

209 8730301090 911.56 ツ 船出 辻征夫/詩 オフィス・コア 全1巻

210 8740925651 911.6 モ 盲学生短歌集 第1巻 岐阜県立岐阜盲学校/編 岐阜県図書館 全1巻

211 8730301680 913.36 カ 紫マンダラ 　　源氏物語の構図 河合隼雄/著 オフィス・コア 全6巻

212 8730148381 913.6 ア わざくれ同心 荒馬間/著 音訳サービス・J 全8巻

213 8730309203 913.6 アサ 五郎治殿御始末 浅田次郎/著 音訳サービス・J 全4巻

214 8730317626 913.6 アサ 憑神 浅田次郎/著 音訳サービス・J 全7巻

215 8730313485 913.6 イシ 麦ふみクーツェ いしい しんじ/著 オフィス・コア 全8巻

216 8730302605 913.6 エ 薔薇の木枇杷の木檸檬の木 江国香織/著 音訳サービス・J 全7巻

217 8730305518 913.6 エ 泳ぐのに､安全でも適切でもありません 江国香織/著 音訳サービス・J 全4巻

218 8730302285 913.6 オ 新宿鮫風化水脈 大沢在昌/著 音訳サービス・J 全11巻

219 8730302810 913.6 オ 灰夜 大沢在昌/著 音訳サービス・J 全7巻

220 8730304190 913.6 オ 邪魔 奥田英朗/著 音訳サービス・J 全14巻

221 8730304575 913.6 オ かずら野 乙川優三郎/著 音訳サービス・J 全7巻

222 8730306266 913.6 オ 闇先案内人 大沢在昌/著 音訳サービス・J 全11巻

223 8730307497 913.6 オ 深い音 小田実/著 岐阜県図書館 全7巻

224 8730313805 913.6 オガ 博士の愛した数式 小川 洋子/著 音訳サービス・J 全6巻

225 8730313144 913.6 オク 空中ブランコ 奥田 英朗/著 音訳サービス・J 全6巻

226 8730313073 913.6 オク 真夜中のマーチ 奥田 英朗/著 音訳サービス・J 全7巻

227 8730315864 913.6 オク イン・ザ・プール 奥田 英朗/著 音訳サービス・J 全5巻

228 8730315917 913.6 オク 町長選挙 奥田 英朗/著 音訳サービス・J 全6巻

229 8730308707 913.6 オト 武家用心集 乙川優三郎/著 音訳サービス・J 全7巻

230 8730309123 913.6 オト 冬の標 乙川優三郎/著 音訳サービス・J 全8巻

231 8730317484 913.6 オト 露の玉垣 乙川優三郎/著 音訳サービス・J 全7巻

232 8730313860 913.6 オン 夜のピクニック 恩田 陸/著 音訳サービス・J 全7巻

233 8730150094 913.6 キ 嗤う伊右衛門 京極夏彦/著 音訳サービス・J 全8巻

234 8730147007 913.6 キ 六の宮の姫君 北村薫/著 音訳サービス・J 全5巻

235 8730148461 913.6 キ 柔らかな頬 桐野夏生/著 音訳サービス・J 全11巻

236 8730147553 913.6 キ 傷 　　慶次郎縁側日記 北原亜以子/著 音訳サービス・J 全7巻

237 8730300093 913.6 キ 覆面作家は二人いる 北村薫/著 音訳サービス・J 全4巻

238 8730301878 913.6 キ 消えさりゆく物語 北杜夫/著 音訳サービス・J 全3巻

239 8740906781 913.6 キ 哀しからずや予科練は 菊岡襄治/著 岐阜県図書館 全9巻
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岐阜県図書館所蔵　録音図書目録（カセットテープ）　令和2年1月末現在

240 8730303148 913.6 キ 玉蘭 桐野夏生/著 音訳サービス・J 全10巻

241 8730304047 913.6 キ 蜩 北原亜以子/著 音訳サービス・J 全7巻

242 8730308538 913.6 キタ 妻恋坂 北原亞以子/著 音訳サービス・J 全5巻

243 8730308977 913.6 キリ リアルワールド 桐野夏生/著 音訳サービス・J 全6巻

244 8730146411 913.6 ク 日々是怪談 工藤美代子/著 オフィス・コア 全5巻

245 8730300315 913.6 ク 文福茶釜 黒川博行/著 音訳サービス・J 全6巻

246 8730146331 913.6 コ ファミリー・ビジネス 米谷ふみ子/著 オフィス・コア 全4巻

247 8730302768 913.6 コ 天の刻 小池真理子/著 音訳サービス・J 全5巻

248 8740907072 913.6 コ 黒い子犬のエチュード 　　野良犬と飼犬の間で 古流斗廉/著 岐阜県図書館 全4巻

249 8730147713 913.6 サ 縮尻(しくじり)鏡三郎 上 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全6巻

250 8730147778 913.6 サ 縮尻(しくじり)鏡三郎 下 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全7巻

251 8730149816 913.6 サ 王妃の離婚 佐藤賢一/著 音訳サービス・J 全10巻

252 8730149754 913.6 サ 足引き寺閻魔帳 沢田ふじ子/著 音訳サービス・J 全6巻

253 8730304440 913.6 サ 四両二分の女 　　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全6巻

254 8730305456 913.6 サ 密約 　　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全6巻

255 8730305895 913.6 サ 物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全5巻

256 8730306471 913.6 サ 老博奕打ち 　　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全6巻

257 8730315659 913.6 サ 白狐魔記　　源平の風 斎藤 洋/著 オフィス・コア 全3巻

258 8730315686 913.6 サ 白狐魔記　　蒙古の波 斎藤 洋/著 オフィス・コア 全4巻

259 8730315748 913.6 サ 白狐魔記　　洛中の火 斎藤 洋/著 オフィス・コア 全4巻

260 8740924402 913.6 サカ 歩兵型戦闘車両ダブルオー 坂本 康宏/著 岐阜県図書館 全8巻

261 8730317555 913.6 サト 白い息 　　物書同心居眠り紋蔵 7 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全7巻

262 8730317410 913.6 サト 向井帯刀の発心 　　物書同心居眠り紋蔵 8 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全7巻

263 8730318875 913.6 サト 隼小僧異聞 　　物書同心居眠り紋蔵 2 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全6巻

264 8730318937 913.6 サト お尋者 　　物書同心居眠り紋蔵 4 佐藤雅美/著 音訳サービス・J 全6巻

265 8730147150 913.6 シ ハルモニア 篠田節子/著 音訳サービス・J 全9巻

266 8730147375 913.6 シ 死神 清水義範/著 音訳サービス・J 全4巻

267 8730148200 913.6 シ レクイエム 篠田節子/著 音訳サービス・J 全7巻

268 8730302481 913.6 シ ビタミンF 重松清/著 音訳サービス・J 全5巻

269 8730302688 913.6 シ 第4の神話 篠田節子/著 音訳サービス・J 全8巻

270 8730304501 913.6 シ 妖櫻忌 篠田節子/著 音訳サービス・J 全6巻

271 8740921643 913.6 シノ 魔女の死んだ家 篠田 真由美/著 岐阜県図書館 全4巻

272 8730309310 913.6 シマ リトル・バイ・リトル 島本理生/著 音訳サービス・J 全3巻

273 8730147624 913.6 ス 一夜の客 杉本苑子/著 音訳サービス・J 全4巻
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274 8730148111 913.6 ス ループ 鈴木光司/著 音訳サービス・J 全9巻

275 8730303498 913.6 ス シーズ ザ デイ 鈴木光司/著 音訳サービス・J 全11巻

276 8730303667 913.6 ス 蒼天の悲曲 須崎勝弥/著 音訳サービス・J 全7巻

277 8730300235 913.6 タ 透光の樹 高樹のぶ子/著 音訳サービス・J 全5巻

278 8730301976 913.6 タ アンテナ 田口ランディ/著 音訳サービス・J 全6巻

279 8730304646 913.6 タ 利家とまつ 上 竹山洋/著 音訳サービス・J 全7巻

280 8730305634 913.6 タ 利家とまつ 下 竹山洋/著 音訳サービス・J 全8巻

281 8730305572 913.6 タ 13階段 高野和明/著 音訳サービス・J 全8巻

282 8730304323 913.6 チ 桃源郷 西域編 上 陳舜臣/著 音訳サービス・J 全7巻

283 8730304717 913.6 チ 桃源郷 東帰編 下 陳舜臣/著 音訳サービス・J 全7巻

284 8730146153 913.6 ツ 白仏 辻仁成/著 オフィス・コア 全6巻

285 8730146930 913.6 ツ 敵 筒井康隆/著 音訳サービス・J 全7巻

286 8740907653 913.6 ツ 笑いオオカミ 津島佑子/著 岐阜県図書館 全9巻

287 8730300549 913.6 テ 永遠の仔 上 天童荒太/著 音訳サービス・J 全13巻

288 8730300665 913.6 テ 永遠の仔 下 天童荒太/著 音訳サービス・J 全16巻

289 8730301770 913.6 テ あふれた愛 天童荒太/著 音訳サービス・J 全7巻

290 8730148980 913.6 デ えじゃないか 出久根達郎/著 オフィス・コア 全5巻

291 8730148621 913.6 デ おんな飛脚人 出久根達郎/著 音訳サービス・J 全6巻

292 8730305071 913.6 デ 土竜 出久根達郎/著 オフィス・コア 全6巻

293 8730305779 913.6 ド 吉田松陰 上 童門冬二/著 音訳サービス・J 全6巻

294 8730305830 913.6 ド 吉田松陰 下 童門冬二/著 音訳サービス・J 全6巻

295 8730148908 913.6 ナ 茉莉子 夏樹静子/著 オフィス・コア 全8巻

296 8730147660 913.6 ナ 家族 南木佳士/著 音訳サービス・J 全5巻

297 8730147052 913.6 ノ 破線のマリス 野沢尚/著 音訳サービス・J 全8巻

298 8730147894 913.6 ノ リミット 野沢尚/著 音訳サービス・J 全10巻

299 8730303774 913.6 ノ 未練 乃南アサ/著 音訳サービス・J 全6巻

300 8730308879 913.6 ノザ 魔笛 野沢尚/著 音訳サービス・J 全10巻

301 8730147295 913.6 ハ みんなの秘密 林真理子/著 音訳サービス・J 全6巻

302 8730305330 913.6 ハ 花 林真理子/著 音訳サービス・J 全6巻

303 8730312648 913.6 ハヤ 本を読む女 林真理子/著 音訳サービス・J 全6巻

304 8730150290 913.6 ヒ はやぶさ新八御用帳 8 平岩弓枝/著 音訳サービス・J 全5巻

305 8730149914 913.6 ヒ はやぶさ新八御用帳 9 平岩弓枝/著 音訳サービス・J 全5巻

306 8730149960 913.6 ヒ はやぶさ新八御用帳 10 平岩弓枝/著 音訳サービス・J 全5巻

307 8730302893 913.6 ヒ はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝/著 音訳サービス・J 全5巻
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308 8730306426 913.6 ヒ 魚の棲む城 平岩弓枝/著 音訳サービス・J 全11巻

309 8730309240 913.6 ヒラ 中仙道六十九次　　はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝/著 音訳サービス・J 全7巻

310 8730147132 913.6 フ ブエノスアイレス午前零時 藤沢周/著 音訳サービス・J 全2巻

311 8730147992 913.6 フ 預言者ノストラダムス 上 藤本ひとみ/著 音訳サービス・J 全6巻

312 8730148050 913.6 フ 預言者ノストラダムス 下 藤本ひとみ/著 音訳サービス・J 全6巻

313 8730303390 913.6 フ 愛の領分 藤田宣永/著 音訳サービス・J 全10巻

314 8730309437 913.6 フジ 夏の約束 藤野千夜/著 音訳サービス・J 全2巻

315 8740920889 913.6 フジ 恋の休日 藤野 千夜/著 岐阜県図書館 全3巻

316 8740927502 913.6 フジ アンダンテ・モッツァレラ・チーズ 藤谷　治／著 岐阜県図書館 全5巻

317 8730302070 913.6 ホ 熊の敷石 堀江敏幸/著 音訳サービス・J 全3巻

318 8730147240 913.6 マ 夫婦茶碗 町田康/著 音訳サービス・J 全5巻

319 8730147473 913.6 マ 屈辱ポンチ 町田康/著 音訳サービス・J 全4巻

320 8730308494 913.6 マチ 権現の踊り子 町田康/著 音訳サービス・J 全4巻

321 8730146654 913.6 ミ 理由 宮部みゆき/著 音訳サービス・J 全14巻

322 8730146841 913.6 ミ 天涯の花 宮尾登美子/著 音訳サービス・J 全9巻

323 8740903977 913.6 ミ 故郷 水上勉/著 岐阜県図書館 全12巻

324 8730302042 913.6 ミ あやし 　　怪 宮部みゆき/著 音訳サービス・J 全6巻

325 8730302196 913.6 ミ ぼんくら 宮部みゆき/著 音訳サービス・J 全11巻

326 8730303317 913.6 ミ 子産 上 宮城谷昌光/著 音訳サービス・J 全8巻

327 8730303012 913.6 ミ 子産 下 宮城谷昌光/著 音訳サービス・J 全8巻

328 8730303228 913.6 ミ 仁淀川 宮尾登美子/著 音訳サービス・J 全7巻

329 8730303729 913.6 ミ R.P.G. 宮部みゆき/著 音訳サービス・J 全5巻

330 8730303916 913.6 ミ ドリームバスター 宮部みゆき/著 音訳サービス・J 全8巻

331 8730304771 913.6 ミ あかんべえ 宮部みゆき/著 音訳サービス・J 全15巻

332 8730304922 913.6 ミ 森の中の海 上 宮本輝/著 オフィス・コア 全7巻

333 8730304996 913.6 ミ 森の中の海 下 宮本輝/著 オフィス・コア 全8巻

334 8730313206 913.6 ミヤ 蒲生邸事件 宮部 みゆき/著 音訳サービス・J 全13巻

335 8730313565 913.6 ミヤ 日暮らし 上 宮部 みゆき/著 音訳サービス・J 全7巻

336 8730313636 913.6 ミヤ 日暮らし 下 宮部 みゆき/著 音訳サービス・J 全8巻

337 8730150666 913.6 ム 一葉の口紅曙のリボン 群ようこ/著 オフィス・コア 全5巻

338 8740901758 913.6 モ 煤煙 森田草平/著 岐阜県図書館 全7巻

339 8740926200 913.6 モ スカイ・クロラ 森　博嗣／著 岐阜県図書館 全5巻

340 8730309080 913.6 モロ その一日 諸田玲子/著 音訳サービス・J 全4巻

341 8730315971 913.6 モロ お鳥見女房 諸田 玲子/著 音訳サービス・J 全6巻
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342 8730316093 913.6 モロ 蛍の行方 諸田 玲子/著 音訳サービス・J 全6巻

343 8730316155 913.6 モロ 鷹姫さま 諸田 玲子/著 音訳サービス・J 全6巻

344 8730316039 913.6 モロ 狐狸の恋 諸田 玲子/著 音訳サービス・J 全6巻

345 8730317690 913.6 モロ かってまま 諸田玲子/著 音訳サービス・J 全5巻

346 8730150951 913.6 ヤ 見なれた町に風が吹く 山田太一/著 オフィス・コア 全5巻

347 8730301902 913.6 ヤ 落花流水 山本文緒/著 音訳サービス・J 全5巻

348 8730302955 913.6 ヤ プラナリア 山本文緒/著 音訳サービス・J 全5巻

349 8730303980 913.6 ヤ 大川わたり 山本一力/著 音訳サービス・J 全6巻

350 8730150405 913.6 ユ 家族シネマ 柳美里/著 音訳サービス・J 全3巻

351 8730300487 913.6 ユ 女学生の友 柳美里/著 音訳サービス・J 全5巻

352 8730303602 913.6 ユ ルージュ 柳美里/著 音訳サービス・J 全5巻

353 8730305975 913.6 ユ 肩ごしの恋人 唯川恵/著 音訳サービス・J 全6巻

354 8740913356 913.6 ヨ 読みがたり岐阜のむかし話 岐阜児童文学研究会/編 岐阜県図書館 全3巻

355 8730308350 913.6 ヨコ 第三の時効 横山秀夫/著 音訳サービス・J 全7巻

356 8730313716 913.6 ヨコ クライマーズ・ハイ 横山 秀夫/著 音訳サービス・J 全9巻

357 8730301537 913.6 レ 年上の女 連城三紀彦/著 オフィス・コア 全5巻

358 8730150620 914.6 ア 帰りたかった家(うち) 青木玉/著 オフィス・コア 全4巻

359 8730147357 914.6 ア 神様への手紙 　　命をそっと両手につつんで 阿南慈子/著 音訳サービス・J 全2巻

360 8730301116 914.6 ア 言葉のラジオ 荒川洋治/語りおろし オフィス・コア 全2巻

361 8730312737 914.6 アガ トゲトゲの気持ち 阿川佐和子/著 音訳サービス・J 全4巻

362 8740902568 914.6 イ 母の曲 池田大作/著 岐阜県図書館 全4巻

363 8740907439 914.6 イツ 生きる言葉 　　五木寛之のパワートーク 五木寛之/著 岐阜県図書館 全6巻

364 8730146215 914.6 オ こころ花あかり 岡部伊都子/著 オフィス・コア 全5巻

365 8740920824 914.6 カト 鳥のことば人のことば 加藤 幸子/著 岐阜県図書館 全4巻

366 8740928751 914.6 カン 同じうたをうたい続けて 神沢　利子/著 岐阜県図書館 全3巻

367 8730304388 914.6 キ お茶をのみながら 北原亜以子/著 音訳サービス・J 全6巻

368 8740913570 914.6 キタ 恋愛道 北川悦吏子/著 岐阜県図書館 全3巻

369 8740913605 914.6 キタ 恋のあっちょんぶりけ 北川悦吏子/著 岐阜県図書館 全3巻

370 8740925580 914.6 クレ 我が妻との闘争 呉 エイジ/著 岐阜県図書館 全5巻

371 8730312700 914.6 サノ 神も仏もありませぬ 佐野洋子/著 オフィス・コア 全3巻

372 8730300280 914.6 シ 寄り道ビアホール 篠田節子/著 音訳サービス・J 全4巻

373 8730146467 914.6 ス 遠い朝の本たち 須賀敦子/著 オフィス・コア 全5巻

374 8730147849 914.6 タ 楽老抄 　　ゆめのしずく 田辺聖子/著 音訳サービス・J 全5巻

375 8730149647 914.6 タ 母に捧げるラストバラード 武田鉄矢/著 音訳サービス・J 全6巻
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376 8730300370 914.6 タ 半眼訥訥 高村薫/著 音訳サービス・J 全6巻

377 8730301180 914.6 タ 小町・中町浮世をゆく 田辺聖子/著 オフィス・コア 全5巻

378 8740920860 914.6 タ 仏壇におはぎ 武田 花/著 岐阜県図書館 全2巻

379 8740926336 914.6 タ あんなぁよおうききや 玉置 半兵衛／著 岐阜県図書館 全4巻

380 8730312970 914.6 ツル 患者学のすすめ 鶴見 和子/著 オフィス・コア 全5巻

381 8730150773 914.6 デ 朝茶と一冊 出久根達郎/著 オフィス・コア 全6巻

382 8730300834 914.6 デ 死にたもう母 出久根達郎/著 オフィス・コア 全5巻

383 8730305198 914.6 デ 嘘も隠しも 出久根達郎/著 オフィス・コア 全5巻

384 8740901720 914.6 ニ チロルからウィーンへ 新田次郎/著 岐阜県図書館 全3巻

385 8740903233 914.6 ハ 世紀末思い出し笑い 林真理子/著 岐阜県図書館 全5巻

386 8730148579 914.6 ハ 美女入門 林真理子/著 音訳サービス・J 全5巻

387 8730300146 914.6 ハ みんな誰かの愛しい女 林真理子/著 音訳サービス・J 全5巻

388 8730302534 914.6 ハ 美女入門 Part2 林真理子/著 音訳サービス・J 全6巻

389 8740910229 914.6 マ 有情八幡 　　私を育んでくれた人々・街 松島健鼎/編 岐阜県図書館 全2巻

390 8730148864 914.6 ミ 電脳暮し 水上勉/著 オフィス・コア 全4巻

391 8740906469 914.6 ミ オンリー・ミー 私だけを 三谷幸喜/著 岐阜県図書館 全5巻

392 8730306542 914.6 ミ めぐる季節を生きて 宮尾登美子/著 音訳サービス・J 全7巻

393 8730309034 914.6 ミヤ もう一つの出会い 宮尾登美子/著 音訳サービス・J 全5巻

394 8730301027 914.6 ム ビーの話 群ようこ/著 オフィス・コア 全4巻

395 8730146260 914.6 ヤ 逃げていく街 山田太一/著 オフィス・コア 全7巻

396 8730300173 914.6 ヤ 癒されて生きる 　　女性生命科学者の心の旅路 柳沢桂子/著 音訳サービス・J 全3巻

397 8730301493 914.6 ヤ わたしがわたしになるために 山崎朋子/著 音訳サービス・J 全4巻

398 8730317742 914.6 ヨネ 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万理/著 音訳サービス・J 全6巻

399 8740906502 915.5 マ おくのほそ道 〔松尾芭蕉/著〕 森川昭 村田直行/訳・注 岐阜県図書館 全4巻

400 8730301401 915.6 ア ものがたり風土記 阿刀田高/著 オフィス・コア 全7巻

401 8740902432 915.6 ク 北海道の旅 串田孫一/著 岐阜県図書館 全5巻

402 8730308583 915.6 サ 一号線を北上せよ 沢木耕太郎/著 音訳サービス・J 全8巻

403 8730150497 916 カ 竜平とともに 　　薬害エイズとたたかう日々 川田悦子/著 音訳サービス・J 全8巻

404 8740910452 916 コ 忘れても､しあわせ 小菅もと子/編 岐阜県図書館 全5巻

405 8730305714 916 ス 紅衣少女 萱野芳亘/著 音訳サービス・J 全5巻

406 8730146609 916 タ 知りたがりやのガン患者 種村エイ子/著 オフィス・コア 全5巻

407 8740906549 916 ツ ぼくらはみんな生きている 　　18歳ですべての記憶を失くした青年の 坪倉優介/著 岐阜県図書館 全4巻

408 8730150577 916 ナ 椅子がこわい 　　私の腰痛放浪記 夏樹静子/著 オフィス・コア 全5巻

409 8730303095 916 マ 二人五脚 松井進/著 音訳サービス・J 全5巻
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410 8740906905 916 ヨ パソコンがかなえてくれた夢 　　障害者プログラマーとして生きる 吉村隆樹/著 岐阜県図書館 全5巻

411 8740920987 918.6 イ 飯田竜太全集 第1巻 飯田 竜太/著 岐阜県図書館 全4巻

412 8740920940 918.6 イ 飯田竜太全集 第2巻 飯田 竜太/著 岐阜県図書館 全4巻

413 8740904562 918.6 オ 岡本かの子全集 第1巻 岡本かの子/著 岐阜県図書館 全12巻

414 8740905640 918.68 オ 岡本かの子全集 第3巻 岡本かの子/著 岐阜県図書館 全11巻

415 8140588976 918.6 オ 岡本かの子全集 第4巻 岡本かの子/著 岐阜県図書館 全12巻

416 8740904947 918.68 オ 岡本かの子全集 第5巻 岡本かの子/著 岐阜県図書館 全10巻

417 8740918370 918.6 ク 久保田万太郎全集 第14巻 久保田万太郎/著 岐阜県図書館 全7巻

418 8740925464 920.4 カ 怪力乱神 加藤 徹/著 岐阜県図書館 全7巻

419 8740925203 929.8 バ バーガヴァタ・プラーナ　　全訳 上 美莉亜/訳 岐阜県図書館 全20巻

420 8740926541 930 シ ゲド戦記の世界 清水　真砂子／著 岐阜県図書館 全2巻

421 8730150218 936 ヘ シーラという子 　　虐待されたある少女の物語 トリイ・L・ヘイデン/著 入江真佐子/訳 音訳サービス・J 全8巻

422 8730148274 940.2 キ 本当は恐ろしいグリム童話 桐生操/著 音訳サービス・J 全5巻

423 8730148327 940.2 キ 本当は恐ろしいグリム童話 2 桐生操/著 音訳サービス・J 全6巻

424 8740909578 940.2 ホ エンデの贈りもの 堀内美江/編著 岐阜県図書館 全3巻

425 8740904473 950.2 ス 大切なものは目に見えない 　　『星の王子さま』を読む 宮田光雄/著 岐阜県図書館 全1巻
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