
分類 書名 著者 冊数
文学 ここでは猫の言葉で話せ 3 昏式龍也 ３

分類 書名 著者 時間
文学 人格者 佐藤青南 ８

芸術 全著作〈森繁久弥コレクション〉2 森繁久弥 １４

文学 デビルズチョイス 初瀬礼 ９

文学 探偵と家族 森晶麿 ８

文学 虹のような染色体 夏凪空 ７

自然科学 ゆるませ養生 すきさん ４

文学 蒲団 橘外男 １０

文学 総合商社対露班 波多野聖 ７

文学 Ｓの幕引き 伊兼源太郎 １２

令和５年４月完成図書

点字図書

録音図書



分類 書名 著者 冊数

哲学
なんでも見つかる夜に、こころだけ
が見つからない

東畑開人 ４

文学 四十七人目の男　上 スティーヴン・ハンター ５

文学 四十七人目の男　下 スティーヴン・ハンター ５

文学 セレナーデ Ｕｒｕ ４

文学 囚われのスナイパー　上 スティーヴン・ハンター ４

文学 囚われのスナイパー　下 スティーヴン・ハンター ４

文学 「銀河鉄道の夜」の謎を解く 三浦幸司 ３

文学 在原業平殺人事件 山村美紗　西村京太郎 ４
文学 ストレイドッグ 鈴峯紅也 ６
文学 ＤＯＰＥ 木崎ちあき ５

分類 書名 著者 時間
芸術 ゲゲゲの娘日記 水木悦子 ５
文学 雛あられ 篠綾子 ７

文学 神楽坂スパイス・ボックス 長月　天音 ７

社会科学
ノブレス・オブリージュ　イギリス
の上流階級

新井潤美 ７

文学 逆転の切り札 阿津川辰海ほか ９

文学 先輩と僕 愁堂れな ６

文学 北町の爺様　１ 牧秀彦 ７

文学 あなたへの挑戦状 阿津川辰海 ９

技術 １歳の君とバナナへ 岡田悠 ６

文学 ほどなく、お別れです　思い出の箱 長月天音 ９

文学 萩の餅 坂井希久子 ５

文学 海とジイ 藤岡陽子 ６

文学 おんなの花見 宮本紀子 ５

令和５年３月完成図書

点字図書

録音図書



分類 書名 著者 冊数
文学 葵　徳川三代　上 ジェームス三木 ５

文学 葵　徳川三代　中 ジェームス三木 ５

文学 葵　徳川三代　下 ジェームス三木 ５

文学
こんな事がホントの話なんて言った
ら絶対、頭おかしいと思われるよ
ね。

桜木ゆりか ６

文学 七怪忌 最東対地 ３

芸術 不朽の十大交響曲 中川右介 ４

分類 書名 著者 時間
文学 鴨川食堂しあわせ 柏井寿 ８

文学 フクロウ准教授の午睡 伊与原新 ６
文学 ワカレ花 けんご ４
文学 晴明の事件帖　頼光の剣と悪霊左府 遠藤遼 ７
芸術 トンネルの向こうへ 大坂環 ４
文学 所轄刑事・麻生竜太郎 柴田よしき １０

自然科学 ラジオ深夜便うたう生物学 本川達雄 ６

芸術 全著作〈森繁久弥コレクション〉１ 森繁久弥 １９

自然科学
医者の僕が認知症の母と過ごす２３
年間のこと

森田豊 ５

産業
ＪＡＬ機長たちが教えるコックピッ
ト雑学

日本航空 ３

総記 「一万円選書」でつながる架け橋 岩田徹 ４

文学 御蔵入改事件帳　消えた隠居資金 早見俊 ６

文学 吉原と外 中島要 ７

文学 しろがねの葉 千早茜 １１

文学 味ごよみ、花だより 高田　在子 ７

文学 おんな与力花房英之介　４ 鳴神響一 ５

文学 本所おけら長屋　１８ 畠山健二 ６

令和５年２月完成図書

点字図書

録音図書



分類 書名 著者 冊数
文学 パラサイトグリーン 有間カオル ４

分類 書名 著者 時間
文学 夏の終わりの時間割 長岡弘樹 ５

自然科学
命を守る、救える！応急手当〈イラ
スト図解〉事典

横田裕行  監修 ５

文学 神様たちのお伊勢参り　１２ 竹村優希 ６

文学 無恥の恥 酒井順子 ７

文学 水族館ガール　９ 木宮条太郎 ９

令和５年1月完成図書

点字図書

録音図書



分類 書名 著者 冊数
文学 ザ・ベストミステリーズ　2001 日本推理作家協会 １４

文学 復讐捜査　 南英男 ４

文学 寄り添って老後 沢村貞子 ３

分類 書名 著者 時間
文学 誤ちの絆 堂場瞬一 １２

総記
小樽市点字図書館録音図書目録
２０２１年度

小樽市点字図書館 １

文学 満鉄探偵 山本巧次 ９
技術 一杯飲んで帰ります 太田和彦 ４

文学 お師匠様、出番です！ 柳ケ瀬文月 ６

哲学
何が起きてもすぐに心が整う人の９
つの習慣

植西聡 ４

文学
涙雨の季節に蒐集家は、　　　　夏
に遺した手紙

太田紫織 ８

文学
涙雨の季節に蒐集家は、　　　　あ
なたがくれた約束

太田紫織 ７

文学 神様たちのお伊勢参り　１１ 竹村優希 ６

文学 今日は、これをしました 群ようこ ６

文学 東京棄民 赤松利市 ８

令和４年1２月完成図書

点字図書

録音図書



分類 書名 著者 冊数
文学 ＴＲＡＣＥ 内藤了 ４

文学 ここでは猫の言葉で話せ ２ 昏式龍也 ４

産業 猫語の教科書 野沢延行 ２

芸術 東京五輪の大罪 本間龍 ３

分類 書名 著者 時間
文学 君はきっとまだ知らない 汐見夏衛 ６

文学 天秤の護り人 安澄加奈 ９

自然科学
絵でわかる京都・お灸堂のほどよい
養生

すきさん ４

自然科学 心の病気にかかる子どもたち 水野雅文 ３

文学 消える息子 安東能明 １２

文学 樹海警察 ２ 大倉崇裕 ８

文学 天才弁護士の孫娘 雨宮周 ５

文学 幽霊と探偵 山口幸三郎 ６

文学 晴明の事件帖  賀茂祭と道真の怨霊 遠藤遼 ７

文学 断金の交わり 六道慧 １０

令和４年１1月完成図書

点字図書

録音図書


