
佐渡市立図書館 社会 会計の用語図鑑 石川　和男∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日経記者ＹｏｕＴｕｂｅｒと学ぶ投資の教室 高井　宏章∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版

総記 ＢＯＤＹ　ＳＨＡＲＩＮＧ 玉城　絵美∥著 大和書房

６０分でわかる！メタバース超入門 武井　勇樹∥著 技術評論社 新築戸建と火災保険 藪井　馨博∥著 クロスメディア・パブリッシング

Ｇｏｏｇｌｅサービス基本＆便利技 リンクアップ∥著 技術評論社 無敵のコミュ術 ひろゆき∥著 宝島社

できるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　２０２１ 井上　香緒里∥著 インプレス 生きがい 茂木　健一郎∥著 新潮社

はじめてのＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０２１ 染谷　昌利∥著 秀和システム

本が語ること、語らせること 青木　海青子∥著 夕書房

お気軽移住のライフハック１００ 宇都宮　ミゲル∥著 集英社インターナショナル

仕事のカタログ　　２０２３ー２４年版 自由国民社

一冊の絵本が子どもを変える 多賀　一郎∥著 黎明書房 がんばりすぎないお仕事復帰ＢＯＯＫ 藤井　佐和子∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

図説本の歴史 樺山　紘一∥編 河出書房新社

東大クイズ研のすごいクイズ５００ 東京大学クイズ研究会∥編著 データハウス

自分と家族の生前の整理と手続き 文響社

ひとり老後楽生き事典 辻川　覚志∥著 水曜社

家族はなぜ介護してしまうのか 木下　衆∥著 世界思想社

哲学 西田幾多郎の哲学 小坂　国継∥著 岩波書店 最期の声 山川　徹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

マイホーム山谷 末並　俊司∥著 小学館

子どものための居場所論 阿比留　久美∥著 かもがわ出版

かくれ繊細さんの「やりたいこと」の見つけ方 時田　ひさ子∥著 あさ出版 ケースで学ぶ不登校 長尾　博∥著 金子書房

イラスト図解ＡさせたいならＢと言え 岩下　修∥著 明治図書出版

教室マルトリートメント 川上　康則∥著 東洋館出版社

花を飾ると、神舞い降りる 須王　フローラ∥著 サンマーク出版 バトラーさんの贈りもの 百々　佑利子∥著 のら書店

あなたの強さは、あなたの弱さから生まれる 小澤　竹俊∥著 アスコム 服育のすすめ 安積　陽子∥著 ＷＡＶＥ出版

本当に頭がいい人のメンタル習慣１００ 齋藤　孝∥著 宝島社

鉄道で伸ばす子どもの地頭力 鉄道博士∥著 天夢人

心を鍛える 堀江　貴文∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

老いて今日も上機嫌！ 石川　恭三∥著 河出書房新社

８０歳の壁 和田　秀樹∥著 幻冬舎 江戸っ子の食養生 車　浮代∥著 ワニ・プラス

宗教対立がわかると「世界史」がかわる 島田　裕巳∥著 晶文社 江戸で部屋さがし 菊地　ひと美∥著　絵 講談社

図解眠れなくなるほど面白いギリシャ神話 島崎　晋∥著 日本文芸社 失われゆく娯楽の図鑑 藤木ＴＤＣ∥監修 グラフィック社

教養としての神道 島薗　進∥著 東洋経済新報社 この１冊でＯＫ！一生使えるマナーと作法 明石　伸子∥監修 ナツメ社

下品大全 菅原　圭∥著 河出書房新社

歴史 岩波講座世界歴史　　０４ 荒川　正晴∥編集委員 岩波書店 軍歴証明の見方・読み方・とり方 栗須　章充∥著 日本法令

再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 日米地位協定の現場を行く 山本　章子∥著 岩波書店

気候適応の日本史 中塚　武∥著 吉川弘文館

天皇と中国皇帝 彭　丹∥著 平凡社 自然 科学のトリセツ 元村　有希子∥著 毎日新聞出版

土偶を読む図鑑 竹倉　史人∥著 小学館 三角関数 ニュートン編集部∥編著 ニュートンプレス

一冊でわかる室町時代 大石　学∥監修 河出書房新社 ゼロから学ぶ量子力学 竹内　薫∥著 講談社

お江戸暮らし 杉浦　日向子∥著 筑摩書房 星三百六十五夜　　春夏・秋冬 野尻　抱影∥著 中央公論新社

図解眠れなくなるほど面白い始皇帝の話 渡邉　義浩∥監修 日本文芸社 気候危機がサクッとわかる本 森　朗∥監修 東京書籍

物語ウクライナの歴史 黒川　祐次∥著 中央公論新社 身近な生物のきもち 大島　健夫∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

一冊でわかるブラジル史 関　眞興∥著 河出書房新社 あした出会える雑草の花１００ 高橋　修∥著 山と溪谷社

商店街さんぽ あさみん∥著 学芸出版社 ウソをつく生きものたち 森　由民∥著 緑書房

福島県道路地図 昭文社

日本の地形見るだけノート 竹村　公太郎∥監修 宝島社

桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑 村瀬　哲史∥監修 宝島社 世界のサメ大全 めかぶ∥著　イラスト ＳＢクリエイティブ

るるぶ埼玉 ＪＴＢパブリッシング 日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会∥編 山と溪谷社

るるぶ横浜中華街みなとみらい ＪＴＢパブリッシング なつのやまのとり ｐｉｒｏ　ｐｉｒｏ　ｐｉｃｃｏｌｏ∥著 山と溪谷社

るるぶ新潟佐渡 ＪＴＢパブリッシング となりのハト 柴田　佳秀∥著 山と溪谷社

るるぶ四国 ＪＴＢパブリッシング テン 吉見　光治∥写真　文 あっぷる出版社

電車は止まらない 松本　時代∥著 芸術新聞社 かんたん識別！身近なチョウ 森地　重博∥著 文一総合出版

人はどう死ぬのか 久坂部　羊∥著 講談社

社会 バイデンは赤い 高山　正之∥著 新潮社

田中角栄がいま、首相だったら 田原　総一朗∥著 プレジデント社

プーチンの野望 佐藤　優∥著 潮出版社 足をもむと免疫力アップ！やせる！ マキノ出版

１３歳からの地政学 田中　孝幸∥著 東洋経済新報社 手をもむと病気が治る！痛みが消える！ マキノ出版

革命論 ハンナ　アーレント∥〔著〕 みすず書房 これだけは知っておきたい双極性障害 加藤　忠史∥監修 翔泳社

人種主義の歴史 平野　千果子∥著 岩波書店 アトピーっ子の安心ごはん 渡辺　雅美∥著 家の光協会

職業としての官僚 嶋田　博子∥著 岩波書店

新中国論 野嶋　剛∥著 平凡社

「目」のトリセツ 杉田　美由紀∥監修 主婦の友社

「野口体操」ふたたび。 羽鳥　操∥著 世界文化社

生きるために必要な「法律」のはなし 木村　真実∥監修 ナツメ社 妊娠中のおいしい食事＆栄養 杉本　充弘∥監修 ナツメ社

やっぱり体に効く！酢たまねぎレシピ 小林　弘幸∥監修 扶桑社

コロナワクチン今こそ子どもを守れ！ 内海　聡∥著 マキノ出版

紛争地のポートレート 白川　優子∥著 集英社クリエイティブ 薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山　智津子∥著 山と溪谷社

定年ひとり起業　　マネー編 大杉　潤∥著 自由国民社 和ハーブのある暮らし 平川　美鶴∥著 エクスナレッジ

法律大百科事典 千葉　博∥著 翔泳社

事件から読みとく日本企業史 武田　晴人∥著 有斐閣 技術 アフリカから始める水の話 石川　薫∥著 勁草書房

だから僕たちは、組織を変えていける 斉藤　徹∥〔著〕 クロスメディア・パブリッシング イラストでわかる建築施工 井上　国博∥著 ナツメ社

場をつくる 広江　朋紀∥著 明日香出版社 日本建築を作った職人たち 浜島　一成∥著 吉川弘文館

遠くへ行きたければ、みんなで行け ジョノ　ベーコン∥著 技術評論社 カフェの空間学 加藤　匡毅∥著 学芸出版社

ＬＧＢＴＱの働き方をケアする本 宮川　直己∥著 自由国民社 脱ペーパードライバー 森下　えみこ∥著　イラスト ナツメ社

「学校図書館ガイドライン」
          活用ハンドブック　　実践編 堀川　照代∥編著 悠光堂

９割の人が信じ込んでいる
                         覚え違い大全

博学こだわり
        倶楽部∥編 河出書房新社

人生が変わる！
　自己肯定感を高める心のセルフケア大全 中島　輝∥著 宝島社

親のことが嫌いじゃないのに
「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 藤木　美奈子∥著 ＷＡＶＥ出版

自分の脳に「ありがとう」を唱えると
　　　　不安脳・病気脳とさよならできる！ 愛場　千晶∥著 コスモ２１

世界の「頭のいい人」が
　　　やっていることを１冊にまとめてみた 中野　信子∥著 アスコム

関根　俊輔∥監修 新星出版社

飯は食えるときに食っておく
　　　　　　　　　寝れるときは寝る ぱやぱやくん∥著 育鵬社

ウクライナ戦争における
　　　　　　　中国の対ロシア戦略 遠藤　誉∥著 ＰＨＰ研究所

知りたいことがぜんぶわかる！
　　つみたてＮＩＳＡ　＆　ｉＤｅＣｏの超基本 酒井　富士子∥著 学研プラス

図解いちばん親切な年金の本
　　　　　　　　　　　　２２－２３年版 清水　典子∥監修 ナツメ社

Ｑ＆Ａ離婚・再婚家族と
　　　子どもを知るための基礎知識 村尾　泰弘∥編著 明石書店

まるごと日本の踊り
　　　　　小学校運動会ＢＯＯＫ 黒井　信隆∥編著 いかだ社

子育て本ベストセラー１００冊の
　　　　「これスゴイ」を１冊にまとめた本 江口　祐子∥著 ワニブックス

細密イラストでわかる
　　　　　　　　服装と民族の風俗史 大津樹∥編 ＩＢＣパブリッシング

ジャパンファッション
　　　　　　クロニクルインサイトガイド

日本服飾文化
振興財団∥〔編〕 講談社エディトリアル

昆虫の惑星 アンヌ　スヴェルトルップ
＝ティーゲソン∥著 辰巳出版

日本人の「遺伝子」からみた
　　　病気になりにくい体質のつくりかた 奥田　昌子∥著 講談社

がんサバイバーのための
　　　　　　　皮膚障害セルフケアブック

日本がんサポーティブケア学会
Ｏｎｃｏｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ部会∥編 小学館クリエイティブ

足の痛み・しびれ・はれ・変形自力で
よくなる！名医が教える最新１分体操大全 文響社

イラク戦争を知らない君たちへ イラク戦争の検証を
求めるネットワーク∥編 あけび書房

大切な家族が亡くなった後の
　　　手続き・届け出がすべてわかる本

６月の新着図書



技術 よくわかる電気 佐々木　一平∥共著 ユーキャン学び出版 芸術 写真家白洲次郎の眼 白洲　次郎∥〔撮影〕 小学館

もっと知りたいアイヌの美術 山崎　幸治∥著 東京美術

レジンの大人アクセサリー事典 ａ．ｋ．ｂ．∥著 河出書房新社

世界の美しい灯台 デイヴィッド　ロス∥〔編〕著 原書房 ラフィアクラフトのかごと帽子 石塚　亜希子∥著 文化学園文化出版局

魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会∥編 主婦の友社 幻獣の作り方 綺想造形蒐集室∥著 ホビージャパン

オペラのひみつ 岸　純信∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

キネマ旬報ベスト・テン９５回全史 キネマ旬報社

自分を休ませる家事 満月∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 定年後に見たい映画１３０本 勢古　浩爾∥著 平凡社

乙女オバさん 南　果歩∥著 小学館

スタジオジブリの想像力 三浦　雅士∥著 講談社

デッドスペースＤＩＹ 石井　麻紀子∥著 誠文堂新光社 仮面ライダー大全　　平成編下 講談社∥編 講談社

人生は７０代で決まる 綾小路　きみまろ∥著 幻冬舎

経済学者が語るスポーツの力 佐々木　勝∥著 有斐閣

その着物、どうする？ 星　わにこ∥著 河出書房新社 子どものスポーツ格差 清水　紀宏∥編著 大修館書店

かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ パラグライダー＆パラモーター入門 イカロス出版

ワンパッチキルト 小関　鈴子∥著 グラフィック社 さよなら、野口健 小林　元喜∥著 集英社インターナショナル

バテない登山技術 野中　径隆∥著 山と溪谷社

プロが教える親子キャンプ読本 長谷部　雅一∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

「私に本当に合う化粧品」の選び方事典 小西　さやか∥著 主婦の友社 サイクリング入門 八重洲出版

世界一簡単なメンズメイクの教科書 西日本ヘアメイクカレッジ∥編著幻冬舎 超ゼロからはじめる釣り入門 西野　弘章∥著 山と溪谷社

化け活。 化け子∥著 主婦の友社 花と器の素敵な合わせ方 小川　典子∥著 誠文堂新光社

言語 日本語名言紀行 中村　明∥著 青土社

ゆる発酵 榎本　美沙∥〔著〕 オレンジページ にゃんこ四字熟語辞典 西川　清史∥著 飛鳥新社

心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田　真規子∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ いまさら聞けない「ヨコ文字」事典 造事務所∥〔編〕 イースト・プレス

ケーキ嫌い 姫野　カオルコ∥著 光文社 数え方と単位の豆知識 造事務所∥編 メディアパル

ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ 本多　理恵子∥著 エムディエヌコーポレーション 起きてから寝るまで中国語表現１０００ 顧  蘭亭∥執筆  解説 アルク

レンチン！ごほうびひとりごはん ｒｉｎａ∥著 学研プラス

韓国語超入門ブック 石田　美智代∥著 永岡書店

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子∥著 主婦と生活社 真・英文法大全 関　正生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

りえさんの３６５日のお漬け物 大島　りえ∥著 主婦の友社

オートミールでずぼら痩せ！ こてぃん食堂∥著 ワニブックス

文学 世界魔法道具の大図鑑 バッカラリオ∥文 西村書店

平安貴族サバイバル 木村　朗子∥著 笠間書院

はじめてのドライフード ＣＡＭＭＯＣ∥著 山と溪谷社

パフェの教本 富田　佐奈栄∥著 旭屋出版 西村京太郎の推理世界 オール讀物∥責任編集 文藝春秋

パン＆サンドイッチ 沼津　りえ∥著 永岡書店 春夏秋冬　恋よこい 林　望∥著 春陽堂書店

台所図鑑 大木奈　ハル子∥著 大和書房 村上春樹のタイムカプセル 加藤　典洋∥ほか著 而立書房

お金持ちは断捨離上手 やました　ひでこ∥監修 宝島社 水上バス浅草行き 岡本　真帆∥〔著〕 ナナロク社

一緒に生きる 東　直子∥著 福音館書店 シルバー川柳　　丘を越えて編 みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社

長田弘詩集 長田　弘∥著 角川春樹事務所

さっきまでは薔薇だったぼく 最果　タヒ∥著 小学館

谷川俊太郎詩集 谷川　俊太郎∥著 角川春樹事務所

中島みゆき詩集 中島　みゆき∥著 角川春樹事務所

小説 ルコネサンス 有吉　玉青∥著 集英社

産業 朽ちゆく庭 伊岡　瞬∥著 集英社

我が友、スミス 石田　夏穂∥著 集英社

農家が教える農家の土木 農文協∥編 農山漁村文化協会 まっとうな人生 絲山　秋子∥著 河出書房新社

ハーブの便利帖 ブティック社 生皮 井上　荒野∥著 朝日新聞出版

ハーブのすべてがわかる事典 ジャパンハーブソサエティー∥著ナツメ社 梟のシエスタ 伊与原　新∥著 光文社

醸造用ブドウ栽培の手引き 日本ブドウ　ワイン学会∥監修創森社 生者のポエトリー 岩井　圭也∥著 集英社

ブドウの作業便利帳 高橋　国昭∥著 農山漁村文化協会 猫弁と幽霊屋敷 大山　淳子∥著 講談社

夫婦で１からはじめる家庭菜園 福田　俊∥監修 ブティック社 奇跡集 小野寺　史宜∥著 集英社

病気と害虫を防ぐ 草間　祐輔∥著 ＮＨＫ出版 奏鳴曲 海堂　尊∥著 文藝春秋

剪定「コツ」の教科書 木下　透∥著 講談社 あきらめません！ 垣谷　美雨∥著 講談社

はじめよう！観葉生活 主婦の友社 広重ぶるう 梶　よう子∥著 新潮社

きのこ図鑑 牛島　秀爾∥著 つり人社 空をこえて七星のかなた 加納　朋子∥著 集英社

身近で見つかる山菜図鑑 大海　淳∥著 大和書房 氷の致死量 櫛木　理宇∥著 早川書房

農家が教える竹やぶ減らし 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会 夜に星を放つ 窪　美澄∥著 文藝春秋

情事と事情 小手鞠　るい∥著 幻冬舎

石礫 今野　敏∥著 光文社

ジェフ・ベゾス ブラッド　ストーン∥著 日経ＢＰ 孤蝶の城 桜木　紫乃∥著 新潮社

お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会∥編誠文堂新光社 情熱の砂を踏む女 下村　敦史∥著 徳間書店

ハロー・グッドバイ 小路　幸也∥著 集英社

〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶 小路　幸也∥著 光文社

船旅の文化誌 富田　昭次∥著 青弓社 油絵は謎をささやく 翔田　寛∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立∥著 宝島社

芸術 妄想美術館 原田　マハ∥著 ＳＢクリエイティブ 競争の番人 新川　帆立∥著 講談社

エドワード・ホッパー作品集 エドワード　ホッパー∥〔画〕 東京美術 落花流水 鈴木　るりか∥著 小学館

かぐや様は告らせたい　　２６ 赤坂　アカ∥著 集英社 櫓太鼓がきこえる 鈴村　ふみ∥著 集英社

メンタル強め美女白川さん　　１～３ 獅子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ コスメの王様 高殿　円∥著 小学館

トキワ荘マンガミュージアム コロナ　ブックス編集部∥編集 平凡社 世界が青くなったら 武田　綾乃∥著 文藝春秋

ピノ：ＰＩＮＯ 村上　たかし∥著 双葉社 死神と天使の円舞曲 知念　実希人∥著 光文社

趙雲伝 塚本　青史∥著 河出書房新社

二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ∥著 祥伝社

堀内誠一　旅と絵本とデザインと コロナ　ブックス編集部∥編 平凡社 化物園 恒川　光太郎∥著 中央公論新社

世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島　真也∥著 技術評論社 花のなごり 出久根　達郎∥著 養徳社

ネットワークのしくみと技術が
　　　　　　これ１冊でしっかりわかる本 中尾　真二∥著 技術評論社

ブティック社

暮らし上手な人に教わる、
　　　　　　　　節約のくふう１００ 宝島社

ズボラでも増えるコツがわかる！
　　　　　　　　　マンガお金の基本１年生 荻原　博子∥監修 宝島社

おしゃれでかわいい
大人髪スタイルＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ コスミック出版

こあらの学校∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

家庭用ミシンで作る
　　　家族みんなのじんべい＆ゆかた クライ　ムキ∥著 ブティック社

はじめてでも作れる
　　　　　ビーズ＆パールのアクセサリー

メイクがなんとなく変なので
友達の美容部員にコツを全部聞いてみた 吉川　景都∥著 ダイヤモンド社

２品献立でひとり分から作れる！
　　　　　　　　　　　　　かんたん和食 吉田　愛∥著 グラフィック社

ＪＡ全農広報部さんにきいた
　　　　世界一おいしい野菜の食べ方

ＪＡ全農
　広報部∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

スピード完成！
　　　　野菜の大量消費おかず３４２ 食のスタジオ∥編 西東社

マンガでわかる
　　　　　０～２歳児のおうちあそび 汐見　稔幸∥監修 東京書店

３歳までの子育てで
　　　　　　　本当に大切なこと３０ 村田　真由美∥著

日本能率協会
マネジメントセンター

子育て世代のための
　　　　　快適移住マニュアル 金丸　知弘∥著 誠文堂新光社

絵でわかる配属１年目でも
　　　目標達成できる営業の教科書 岡　哲也∥著 プレジデント社

いつか小さくても
　　　　自分の店を持つことが夢だった 秋葉　弘道∥著 扶桑社

チーズ一家
　　　とろけるまいにち・まろやかなおもいで たみや　ともか∥文　絵 小学館

フィギュアとは
　　　　“生き様”を観るスポーツである！ 織田　信成∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

自分を愛し胸を張って生きる
　　　　　　　　　　　瀬戸内寂聴の言葉 桑原　晃弥∥著 リベラル社

長草くんと李姉妹の
　　　　　まるっと〓話せる中国語

ＢＬＯＣＫ１２
　　　　　∥イラスト Ｊリサーチ出版

読まずにわかる
　　　　こあら式英語のニュアンス図鑑



小説 小さき王たち　　第１ 堂場　瞬一∥著 早川書房 エッセイ とあるひととき 三浦　しをん∥著 平凡社

ミシンと金魚 永井　みみ∥著 集英社 根津権現前より 藤澤　清造∥〔著〕 講談社

水の月 中江　有里∥著 潮出版社 今日は、これをしました 群　ようこ∥著 集英社

棘の家 中山　七里∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 人は生きていく上で何が大切か 吉沢　久子∥著 青志社

雨滴は続く 西村　賢太∥著 文藝春秋 私と街たち〈ほぼ自伝〉 吉本　ばなな∥著 河出書房新社

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介∥著 小学館 仰臥漫録 正岡　子規∥著 岩波書店

八月の母 早見　和真∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文学 ユ・ウォン ペク　オニュ∥著 祥伝社

スパイコードＷ 福田　和代∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ フィリップ　Ｋ．ディック∥著 早川書房

にごりの月に誘われ 本城　雅人∥著 東京創元社 すべての月、すべての年 ルシア　ベルリン∥著 講談社

宙ごはん 町田　そのこ∥著 小学館 夜の少年 ローラン　プティマンジャン∥著 早川書房

夢をかなえるゾウ　　０ 水野　敬也∥著 文響社 雌犬 ピラール　キンタナ∥著 国書刊行会

子宝船 宮部　みゆき∥著 ＰＨＰ研究所

信仰 村田　沙耶香∥著 文藝春秋

４３１秒後の殺人 床品　美帆∥〔著〕 東京創元社

忍者に結婚は難しい 横関　大∥著 講談社 大活字 極上の孤独  《大活字》 下重  暁子∥著 埼玉福祉会

文庫 怪奇小説集 遠藤　周作∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 昭和史入門  《大活字》　　上・下 保阪  正康∥著 埼玉福祉会

豆大福と珈琲 片岡　義男∥著 朝日新聞出版 豪快茶人伝  《大活字》　　上・下 火坂  雅志∥著 埼玉福祉会

雪国 川端　康成∥著 新潮社 星月夜  《大活字》　　上・下 伊集院  静∥著 埼玉福祉会

陰の人 佐伯  泰英∥著 光文社 沈黙の町で  《大活字》　　上・中・下 奥田  英朗∥著 埼玉福祉会

独り立ち 佐伯  泰英∥著 光文社 寄席品川清洲亭  《大活字》　　上・下 奥山  景布子∥著 埼玉福祉会

虹の橋からきた犬 新堂　冬樹∥著 集英社 かずら野  《大活字》　　上・下 乙川  優三郎∥著 埼玉福祉会

身代金の計 鈴木　英治∥著 双葉社 立身いたしたく候  《大活字》　　上・下 梶  よう子∥著 埼玉福祉会

小隊 砂川　文次∥著 文藝春秋 新選組颯爽録  《大活字》　　上・下 門井  慶喜∥著 埼玉福祉会

走れ外科医 中山　祐次郎∥〔著〕 幻冬舎 あなたがいる場所  《大活字》　　上・下 沢木  耕太郎∥著 埼玉福祉会

やめるな外科医 中山　祐次郎∥〔著〕 幻冬舎 つばくろ越え  《大活字》　　上・下 志水  辰夫∥著 埼玉福祉会

狙撃者 南　英男∥著 コスミック出版 天国はまだ遠く  《大活字》 瀬尾  まいこ∥著 埼玉福祉会

死仮面 横溝　正史∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ふるさと銀河線  《大活字》　　上・下 高田  郁∥著 埼玉福祉会

幽霊座 横溝　正史∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 朝が来る  《大活字》　　上・下 辻村  深月∥著 埼玉福祉会

エッセイ 大人への手順 伊集院　静∥著 文藝春秋

６０歳、ひとりを楽しむ準備 岸本　葉子∥〔著〕 講談社

山のパンセ 串田　孫一∥著 山と溪谷社 敵討  《大活字》 吉村  昭∥著 埼玉福祉会

幸福幻想 中村　うさぎ∥著 毎日新聞出版 林住期  《大活字》 五木  寛之∥著 埼玉福祉会

６Ｂの鉛筆で書く 五味　太郎∥著 ブロンズ新社 ジーノの家  《大活字》　　上・下 内田  洋子∥著 埼玉福祉会

今日を楽しく生きる 瀬戸内  寂聴∥著 祥伝社 なつかしい時間  《大活字》 長田  弘∥著 埼玉福祉会

９９年、ありのままに生きて 瀬戸内　寂聴∥著 中央公論新社 二人の親を見送って  《大活字》 岸本  葉子∥著 埼玉福祉会

遺す言葉 瀬戸内　寂聴∥著 祥伝社 小鳥来る日  《大活字》 平松  洋子∥著 埼玉福祉会

クライマーズ・ハイ  　《大活字》　　上・中・下 横山  秀夫∥著 埼玉福祉会

アレクシエーヴィチ
　　　　『戦争は女の顔をしていない』

沼野　恭子∥著 ＮＨＫ出版



大活字 随想春夏秋冬  《大活字》 宮城谷  昌光∥著 埼玉福祉会 CD

音の細道  《大活字》 群  ようこ∥著 埼玉福祉会

またたび  《大活字》　　上・下 群  ようこ∥著 埼玉福祉会 J・S・バッハ:ゴルトベルク変奏曲 ユニバーサルミュージック

芥川龍之介大活字本シリーズ  《大活字》 ホルスト:組曲《惑星》 ユニバーサルミュージック

　　　　　　　　1．蜘蛛の糸 J・S・バッハ:オルガン名曲集 ユニバーサルミュージック

　　　　　　　　２．蜜柑

　　　　　　　　３．羅生門

　　　　　　　　４．鼻

　　　　　　　　５．杜子春

　　　　　　　　６．河童 フランク&ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ他 ユニバーサルミュージック

　　　　　　　　７.　舞踏会 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番他 ユニバーサルミュージック

太宰治大活字本シリーズ 《大活字》

　　　　　　　　１．人間失格

　　　　　　　　２．走れメロス

　　　　　　　　３．斜陽

　　　　　　　　４．ヴィヨンの妻

　　　　　　　　５．富嶽百景

　　　　　　　　６．パンドラの匣

夏目漱石大活字本シリーズ 《大活字》

　　　　　　　　１．坊ちゃん

　　　　　　　　２．草枕

　　　　　　　　３．こころ　　１・２

　　　　　　　　４．三四郎　　１・２

　　　　　　　　５．それから　　１・２

　　　　　　　　６．吾輩は猫である　　１～３

　　　　　　　　７．夢十夜

芥川  龍之介∥著 三和書籍

太宰  治∥著 三和書籍

夏目  漱石∥著 三和書籍

ベートーヴェン:
　　ピアノ協奏曲第5番《皇帝》・第4番

ユニバーサルミュージック

ベートーヴェン:
　　交響曲第5番《運命》・第6番《田園》

ユニバーサルミュージック

ユニバーサルミュージック

ストラヴィンスキー:《火の鳥》
　　/スクリャービン:《プロメテウス-火の詩》

ユニバーサルミュージック

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ
　　　　　　　　　　《悲愴》《月光》《熱情》

ユニバーサルミュージック

レスピーギ:ローマ三部作、
リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲


