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番号

書　　名 著者・編者 発行所

医学

3001 新しい鍼の臨床入門　-改訂版 森　基 社会福祉法人岡山ライトハウス

3002 あん摩マッサージ指圧師　国家試験全科総まとめ　改訂第4版　　第1巻～第4巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3003 あはき師　国家試験全科総まとめ　改訂第5版　第1巻～第5巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3004 あん摩・マッサージ・指圧理論　改訂第３版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3005 医療と社会　改訂第7版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3006 解剖学　改訂第４版　上巻・下巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3007 基礎理療学Ⅰ（東洋医学概論）　改訂第6版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3008 基礎理療学Ⅰ（東洋医学概論）　付録版　改訂第6版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3009 基礎理療学Ⅲ（理療理論）　改定第10版　第1巻・第2巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3010 基礎理療学Ⅲ（理療理論）　付録版　改訂第10版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3011 コミュニケーション概論　-医療面接を目指して オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3012 疾病の成り立ちと予防Ⅱ（病理学概論）　改訂第7版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3013 疾病の成り立ちと予防Ⅱ（病理）　改訂第7版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3014 疾病の成り立ちと予防Ⅱ（病理学概論・病理併用）　改訂第7版　第2巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3015 手技療法の基礎と臨床　改訂第4版 岡山盲学校理療研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3016 鍼灸実技（基礎と臨床）　改訂第４版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

【図書目録】
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3017 人体の構造と機能（解剖・生理）　改訂第3版　上・下 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3018 人体の構造と機能（解剖・生理）　付録版　改訂第4版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3019 簡明生理学 田中千章 社会福祉法人岡山ライトハウス

3020 生活と疾病Ⅰ（リハビリテーション医学）　改訂版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3021 生活と疾病Ⅰ（リハビリテーション医学と機能再建） 土肥信之 社会福祉法人岡山ライトハウス

3022 生活と疾病Ⅱ（臨床医学）　改訂第3版　第1巻・第2巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3023 生活と疾病Ⅱ（臨床医学）　付録版　改訂第4版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3024 地域理療と理療経営（理療経営学）　改訂第8版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3025 理療科のための臨床医学各論　改訂版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3026 理療科のための臨床医学各論　付録版　改訂版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3027 理療臨床論　(東洋医学臨床論）　改訂版　第1・2巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3028 臨床医学総論　改訂第3版　上巻・下巻 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3029 臨床保健理療（あん摩マッサージ指圧師用東洋医学臨床論）　初版　第1巻～第3巻
日本理療科教員連盟教科書委員会
編　オリエンス研究会著

社会福祉法人岡山ライトハウス

3030 臨床保健理療（保健理療臨床論）　改訂第4版」 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3031 臨床保健理療（保健理療臨床論）　付録版　改訂第5版 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3032 臨床理療学（理療臨床論）　改訂第４版　第１巻～第3巻
日本理療科教員連盟教科書委員会
編　オリエンス研究会著

社会福祉法人岡山ライトハウス

3033 臨床家のための心理学 山田冨美雄 社会福祉法人岡山ライトハウス

3034
視覚障害者教育の歴史･現状･課題
-職業教育・進路保障と地域支援の充実を願って

久松寅幸 社会福祉法人岡山ライトハウス
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3035 ツボ健康法・家庭でできるツボ療法 オリエンス研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3036 低周波鍼ツボ通電療法 吉川恵士 社会福祉法人岡山ライトハウス

3037 盲学校教職員のための三部書・改訂版 岡山盲学校理療研究会 社会福祉法人岡山ライトハウス

3038 社会あはき学 東洋療法学校協会 医道の日本社

3039 東洋医学臨床論　（あん摩・マッサージ・指圧編） 東洋療法学校協会 医道の日本社

3040 東洋医学見聞録　-初心者でも再現性がある鍼灸治療の実際　上巻・中巻・下巻 西田浩一 医道の日本社

3041 WHO/WPRO標準経穴部位 WHO西太平洋地域事務局原著 医道の日本社

3042 一問一答 はりきゅう理論・あん摩マッサージ指圧理論問題集 浦田　繁、木下弘基 医道の日本社

3043 一問一答　解剖学問題集　改訂版
解剖学問題集制作班　野元和夫
吉田明代

医道の日本社

3044 一問一答　生理学・病理学問題集　改訂版 古田高征、浦田　繁 医道の日本社

3045 一問一答 一般臨床医学問題集 柔道整復師 西田章通 医道の日本社

3046 一問一答　東洋医学臨床論問題集 石丸圭荘、宮田正則 医道の日本社

3047 一問一答　東洋医学概論・東洋医学臨床論問題集　改訂版
浦田　繁、王　暁明、武田充史
石丸圭荘、宮田正則

医道の日本社

3048 改訂版　第1回～第5回　国家試験問題集（あん摩マッサージ指圧師用） 明治東洋医学院編集委員会 医道の日本社

3049 改訂版　第1回～第5回　国家試験問題集（はり師きゅう師用） 明治東洋医学院編集委員会 医道の日本社

3050 第10～第19回　国家試験問題集　　（あん摩マッサージ指圧師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3051 第10～第19回　国家試験問題集　　（はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3052 第20回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社
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3053 第21回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3054 第22回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3055 第23回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3056 第24回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3057 第25回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3058 第26回　国家試験問題集　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3059 視覚障害あん摩マッサージ指圧師のための『訪問マッサージマニュアル』-業務編- 白畠　庸監修　ＮＰＯ法人つくし会 ＮＰＯ法人つくし会

3060 視覚障害あん摩マッサージ指圧師のための『訪問マッサージマニュアル』-施術編- 白畠　庸監修　ＮＰＯ法人つくし会 ＮＰＯ法人つくし会

3061 第19回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3062 第20回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3063 第21回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3064 第22回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3065 第23回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3066 第24回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3067 第25回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3068 第26回　国家試験問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3069 国試Ｑ救隊　　2011年～2017年 ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3070 あはき師救援隊シリーズ 「東洋療法必携」　2018年　 ＮＰＯ法人つくし会 NPO法人つくし会
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3071 あはき師国家試験救援隊シリーズ・臨床医学総論　改訂版 ＮＰＯ法人つくし会 NPO法人つくし会

3072 あはき師国家試験救援隊シリーズ・2015医療概論 ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3073 あはき師国家試験救援隊シリーズ・関係法規 ＮＰＯ法人つくし会
ＮＰＯ法人つくし会
音訳協力 ＮＰＯ法人ロバの会

3074 リハビリテーション医学　第3版 土肥信之 医歯薬出版

3075 あはき師のための在宅ケア実践マニュアル 西村久代 KKヒューマンワールド

3076 鍼灸臨床こぼれ話3 宮脇和登 たにぐち書房

3077 鍼灸臨床録 代田文誌 創元社

3078 第27回国家試験・問題と解答　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） ＮＰＯ法人つくし会 ＮＰＯ法人つくし会

3079 臨床推論　（臨床脳を創ろう） 丹澤章八 錦房

3080 2019年東洋療法必携 ＮＰＯ法人つくし会 ＮＰＯ法人つくし会

3081 第27回国家試験問題集解説付き　（あん摩マッサージ指圧師用・はり師きゅう師用） 明治東洋医学院 医道の日本社

3082 臨床理療学　（あはき師用東洋医学臨床論）　第1巻 岡山ライトハウス 社会福祉法人岡山ライトハウス

3083 臨床理療学・第2巻 岡山ライトハウス 社会福祉法人岡山ライトハウス

3084 臨床理療学・第3巻 岡山ライトハウス 社会福祉法人岡山ライトハウス

3085 コミュニケーション概論 岡山ライトハウス 社会福祉法人岡山ライトハウス

3086 人体の構造と機能　（解剖・生理）　改定第4版・第1巻 岡山ライトハウス 社会福祉法人岡山ライトハウス
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暮らし・健康

4001 安楽に死にたい 松田道雄 岩波書店

4002 NHK「あさイチ」　スーパー主婦の直伝スゴ技 伊豫部紀子 新潮社

4003 NHKみんなの体操 企画制定：NHK 企画制定：NHK

4004 家庭で簡単ツボ療法 SEIRIN株式会社 SEIRIN株式会社

4005 ガンihgマイウェイ 藤本真知子 同時代社

4006 危険！薬とサプリメントの飲み合わせ 佐藤哲男 清流出版

4007 切らずに治す がん重粒子線治療がよくわかる本 辻井博彦、遠藤真広 コモンズ

4008 暮らしの救急便利帳 家の光協会 家の光協会

4009 心の処方箋 河合隼雄 新潮社

4010 前立腺がん　-名医が語る最新・最良の治療- 荒井陽一、鳶巣賢一　ほか 法研

4011 体温を上げると健康になる 齊藤真嗣 サンマーク出版

4012 ダチョウ力 塚本康浩 朝日新聞出版

4013 ダチョウの卵で、人類を救います! 塚本康浩 小学館

4014 月に一度の健康講座　第１集 ＮＰＯ法人 ＮＰＯ法人

4015 2015年版　がんが分かる本
がん研究会監修
ロハスメディア編集

ロハスメディア

4016 2016年版　くらしの豆知識 国民生活センター 国民生活センター

4017 年表　近代医学のあゆみ　（雑誌「からだの科学」別冊） 小川鼎三監修、深瀬泰且編 日本評論社
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4018 眼の事典 三島濟一 総編集 朝倉書店

4019 めまいは恐い　-耳から来た？　脳から来た？ 坂田英治 講談社

4020 HIMAC20周年記念講演会 重量子線がん治療のこれまでとこれから 放射線医学総合研究所 放射線医学総合研究所
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詩歌・句集

4501 サラリーマン川柳　いちおし傑作選 やくみつる、島田駱舟、第一生命選 NHK出版

4502 白井恭郎　　第１句集～第6句集 白井恭郎 自費出版

4503 シルバー川柳　①②③
全国有料老人ホーム協会編
ポプラ社編集部編

ポプラ社

4504 歌集　蛙声集 藤原清次 アララギ派叢書

4505 歌集　一夢抄 山本勝子 短歌薫風社

4506 歌集　繭の音 戸村善多 新星書房

4507 歌集　領下抄 遠藤徳之助 六法出版社

4508 近代秀歌 永田和弘 岩波書店

4509 寓居春秋 小林巳之 揺藍社

4510 句集　凍鶴 小林巳之 文學の森

4511 句集　寒茜 横田昭子 本阿弥書店

4512 句集　知命 有馬朗人 牧羊社

4513 句集　天為 有馬朗人 富士見書房

4514 句集　母国 有馬朗人 春日書房

4515 句集　立志 有馬朗人 角川書店

4516 句集　冬北斗 品川鈴子 牧羊社

4517 漠　-現代俳句女流シリーズ 大塚通子 文學の森
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4518 三嶋隆英集　-自註現代俳句シリーズ 俳人協会 俳人協会

4519 ますます健康川柳２１０の教え 近藤勝重 幻冬舎

4520 ランドセル俳人の五･七･五 小林　凜 ブックマン社
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宗教・法話

5001 安心の生き方 余語翆厳 大和出版

5002 生きがいについて 神谷美恵子 みすず書房

5003 一日一生の生き方　ー人はどう生き、どう死すべきかー 松原泰道 大和出版

5004 命を見る 盛永宗興 柏樹社

5005 旧約聖書　上・下 新共同訳聖書委員会 日本聖書協会

5006 こころを生かす 酒井大岳 家の光協会

5007 最後の「般若心経」講義 松原泰道 地湧社

5008 釈尊 最後の旅と死 松原泰道 祥伝社

5009 釈尊傳 松原泰道 佼成出版社

5010 這裏無生死 　（平成6年講演録音） 盛永宗興 会場録音

5011 生を明らめ死を明らむるは　-修証義講話 余語翆厳 地湧社

5012 新聖歌 日本福音連盟新聖歌編集委員会 ＫＫ教文館

5013 新約聖書　新共同訳 日本聖書協会 日本聖書協会

5014 日本の10大新宗教 島田裕己 幻冬舎

5015 人間としての生き方 松原泰道 サン・マーク出版

5016 念ずれば花ひらく 坂村真民 柏樹社

5017 白隠禅師座禅和讃講話 山田無文 春秋社
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5018 般若心経 山田無文 禅文化研究所

5019 百歳からあなたへ 松原泰道 海竜社

5020 父母恩重経を読む 松原泰道 佼成出版社

5021 文明の衝突を生きる　-グローバリズムの警鐘 町田宗鳳 法蔵館

5022 法然　-世紀末の革命者 町田宗鳳 法蔵館

5023 松原泰道の養生訓 -戒語「早起きすべし!」 松原泰道 三笠書房

5024 見よ見よ　-若き人びと 盛永宗興 禅文化研究所

5025 無生死の道ー盛永宗興老師法話集 盛永宗興 柏樹社

5026 唯識のすすめ　-仏教の深層心理学入門 　　 (NHKライブラリー) 岡野守也 日本放送文化協会

ＮＰＯ法人 ロバの会　075-821-0844（電話・ファックス共通）　https://npo-roba.org/ 11 / 34



2020年4月1日現在

図書
番号

書　　名 著者・編者 発行所

小説・随筆

6001 愛のある人生を　-生きていく知恵１０１話 駒井茂春 春陽堂書店

6002 愛の伝説・釧路湿原 西村京太郎 光文社

6003 愛、深き淵より 星野富弘 立風書房

6004 赤鬼奉行根岸肥前　-耳袋秘帖 風野真知雄 大和書房

6005 赤塚不二夫のことを書いたのだ 武居俊樹 文藝春秋

6006 茜雲 総集編　-日航機御巣鷹山墜落事故遺族の二〇年 8.12連絡会 本の泉社

6007 あかね空 山本一力 文芸春秋

6008 あきらめない 鎌田　實 集英社

6009 悪女の舞踏会 西村京太郎 角川書店

6010 浅草偏奇館の殺人 西村京太郎 文藝春秋

6011 浅草妖刀殺人事件　-耳袋秘帖 風野真知雄 大和書房

6012 朝の来ない夜はない 田村洋幸 啓文社

6013 アラスカ物語 新田次郎 新潮社

6014 生きがいの真実 飯田史彦 ＰＨＰ研究所

6015 生きがいの創造 飯田史彦 ＰＨＰ研究所

6016 生きがいの本質 飯田史彦 ＰＨＰ研究所

6017 生きがいのマネジメント 飯田史彦 ＰＨＰ研究所
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6018 生きてゆく力がなくなる時 坂村真民 白樹社

6019 生きる力　心でがんに克つ なかにし礼 講談社

6020 出雲　神々への愛と恐れ 西村京太郎 徳間書店

6021 伊豆誘拐行 西村京太郎 光文社

6022 一場の夢　-二人の「ひばり」と三代目の昭和 西木正明 集英社

6023 １リットルの涙　-難病と闘い続ける少女亜也の日記 木藤亜也 幻冬舎

6024 Ｅ.Ｔ. ウイリアム・コッツウインクル ソニーマガジンズ

6025 命の往復書簡2011～2013　 -母のがん、心臓病を乗り越えて 千住真理子、千住文子 文藝春秋

6026 異聞 おくの細道 童門冬二 集英社

6027 いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館

6028 いわずにおれない まどみちお 集英社　

6029 宇宙授業 中川人司 サンクチュアリ出版

6030 裏切りの特急サンダーバード 西村京太郎 新潮社

6031 エッセイ集　海からきた青年 神澤力男 かぶと虫書店

6032 ＮＨＫテープライブラリー　　（１ ) （2） ＮＨＫ ＮＨＫ

6033 エンジェルフライト　-国際霊柩送還士 佐々涼子 集英社

6034 大阪は踊る 高遠　響 アルファポリス

6035 おくのほそ道を旅しよう 田辺聖子 KADOKAWA
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6036 御書物同心日記 出久根達郎 講談社

6037 お父ちゃんと私　-父・水木しげるとのゲゲゲな日常 水木悦子 やのまん

6038 オトコが女になるとき　-性転換の幸せ 廣畑涙嘉 講談社

6039 おねだり女房　-影十手活殺帖 宮本昌孝 講談社

6040 おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研

6041 折々の栞 藤原てい 読売新聞社

6042 俺たちはブルースしか歌わない 西村京太郎 講談社

6043 怪談人恋坂 赤川次郎 角川書店

6044 恢復する家族 大江健三郎、ゆかり 講談社

6045 家計簿の中の昭和 澤地久枝 文藝春秋

6046 風花病棟」 帚木蓬生 新潮社

6047 哀しみの余部鉄橋 西村京太郎 小学館

6048 悲しみの効用 五木寛之 祥伝社

6049 がんばらない 鎌田　實 集英社

6050 岸壁の掟 新田次郎 新潮社

6051 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館

6052 京すヾめ 大聖寺榧子 (かやこ) 自費出版

6053 京都駅殺人事件 西村京太郎 光文社
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6054 京都 影の権力者達 読売新聞京都総局 講談社

6055 京都感情旅行殺人事件 西村京太郎 光文社

6056 京都ぎらい 井上章一 朝日新聞出版

6057 京都 恋と裏切りの嵯峨野 西村京太郎 新潮社

6058 霧の子孫たち 新田次郎 文藝春秋

6059 新源氏物語 霧ふかき宇治の恋　 上・下 田辺聖子 集英社

6060 金閣炎上 水上　勉 新潮社

6061 楠の実が熟すまで 諸田玲子 角川文庫

6062 刑務所の中の中学校 角谷敏夫 しなのき書房

6063 ゲゲゲの女房　-人生は･･･終わりよければすべてよし!! 武良布枝 実業之日本社

6064 恋占い 赤川次郎 新潮社

6065 口語訳即興詩人　　　　原作:アンデルセン/文語訳:森 鴎外 安野光雅 山川出版社

6066 高札の顔　-酒解神社神灯日記 澤田ふじ子 徳間書店

6067 高知・竜馬殺人街道 西村京太郎 新潮社

6068 告白 湊かなえ 双葉社

6069 心の恋人「さおり」　とっておきの「さおり」 城みさお、英二 手織り適塾

6070 この世に命を授かりもうして 天台宗大阿闍梨:酒井雄哉 幻冬舎ルネッサンス

6071 小林一茶 童門冬二 毎日新聞社
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6072 五番町夕霧楼 水上　勉 角川書店

6073 珈琲店タレーランの事件簿 岡崎琢磨 宝島社

6074 最後の将軍　-徳川慶喜 司馬遼太郎 文藝春秋

6075 殺人はサヨナラ列車で　短編５編 西村京太郎 光文社

6076 三姉妹、呪いの道行き　-三姉妹探偵団(16) 赤川次郎 講談社

6077 サンダー ドッグ    -9.11 78階からの奇跡の脱出劇
マイケル・ヒングソン, スージー・フロー
リー  共著　　井上好江 訳

燦葉出版社

6078 視覚障害者から法曹界への手紙 栗原　亨 旬報社

6079 視覚障害者の目　-日常生活の工夫からパソコン活用術まで 森　敏貴
協同組合
兵庫県保険鍼灸師会広報局

6080 色彩を持たない多埼つくると、彼の巡礼の年 村上春樹 文藝春秋

6081 時雨のあと 藤沢周平 株式会社　新潮文庫

6082 閑谷学校あいうえお論語
特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会編
森　熊男監修

特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

6083 沈まぬ太陽　上巻・下巻 山崎豊子 新潮社

6084 地団駄は島根で踏め　-行って･見て･触れる語源の旅 わぐりたかし 光文社

6085 失敗学のすすめ 畑村洋太郎 講談社

6086 私本大原御幸　-平家物語 (1985年) 後藤武雄 中西印刷

6087 釈迦内柩唄 水上　勉 三蛙房

6088 弱視ＯＬ奮戦記　-私まっすぐ歩いています 芳賀優子 都市文化社

6089 集中力をつける法　-αレベル自律訓練法 下口雄山 三晃書房
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6090 淳 土師　守 新潮社

6091 唱歌・童謡ものがたり 読売新聞文化部 岩波書店

6092 小説 上杉鷹山 童門冬二 集英社

6093 小説 直江兼続　-北の王国(全一冊） 童門冬二 集英社

6094 小説・新島八重　-会津おんな戦記 福本武久 新潮社

6095 小説・毎日かあさん　-おかえりなさいの待つ家に
西原理恵子原作
市川丈夫文　丸岡巧絵

アスキー・メディアワークス

6096 女性の品格　-装いから生き方まで 坂東眞理子 ＰＨＰ研究所

6097 女流作家 西村京太郎 朝日新聞社

6098 白い砂地・赤い雪崩 新田次郎 新潮社

6099 新源氏物語　上・中・下 田辺聖子 新潮社

6100 人生の価値 飯田史彦 ＰＨＰ研究所

6101 新撰組　-物語と史蹟を訪ねて 童門冬二 成美堂出版

6102 新撰組見聞録　-維新前夜の京をゆく 京都新聞出版センター 京都新聞出版センター

6103 真珠湾総攻撃隊長の回想　-淵田美津雄自叙伝 中田整一編纂 講談社

6104 すてきなあなたに　（１） （2） （3） 大橋鎮子 暮らしの手帖社

6105 絶望の隣は希望です！ やなせたかし 小学館

6106 空と海の間に ジャックミレー 三笠書房

6107 それでも　やっぱり　がんばらない 鎌田　實 集英社
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6108 大往生 永　六輔 岩波書店

6109 大学の道標 田村洋幸 京都産業大学･田村会

6110 大河の一滴 五木寛之 幻冬社

6111 醍醐の桜 水上　勉 新潮社

6112 太平洋戦争下 その時ラジオは 竹山昭子 朝日新聞出版

6113 他力 五木寛之 講談社

6114 丹後殺人迷路 西村京太郎 新潮社

6115 丹波の小雪　-佐山家の人々 能勢一飛 新風舎

6116 チッチと子 石田衣良 毎日新聞社

6117 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ 川上和人 新潮社

6118 中年ドクター 宇宙飛行士受験奮戦記 白崎修一 学習研究社

6119 鎮魂の旅路　-横井正一の戦後を生きた妻の手記 横井美保子 ホルス出版

6120 佃島ふたり書房 出久根達郎 講談社

6121 つめたいよるに 江國香織 新潮社

6122 劒岳　-点の記 新田次郎 文芸春秋

6123 手の中の顔 松井新次郎　 橘出版

6124 電脳暮らし 水上　勉 哲学書房

6125 天命の人　-小説 中江藤樹 渕田隆雄 自費出版
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6126 東慶寺花だより 井上ひさし 文藝春秋

6127 峠越え 山本一力 ＰＨＰ研究所

6128 同志社大学神学部 佐藤　優 光文社

6129 遠山金四郎　-物語と史蹟を訪ねて 童門冬二 成美堂出版

6130 十津川警部 愛と死の伝説 西村京太郎 講談社

6131 十津川警部 影を追う 西村京太郎 徳間書店

6132 十津川警部 帰郷・会津若松 西村京太郎 講談社

6133 十津川警部 「荒城の月」殺人事件 西村京太郎 講談社

6134 十津川警部 ダブル誘拐 西村京太郎 集英社

6135 十津川警部の死闘 西村京太郎 光文社

6136 十津川警部 雪と戦う 西村京太郎 中央公論社

6137 豊臣秀長　-ある補佐役の生涯　上・下 堺屋太一 文藝春秋

6138 鳥が教えてくれた 三宮麻由子 集英社

6139 泥の花　-「今、ここ」を生きる 水上　勉 河出書房

6140 トワイライト 重松　清 文藝春秋

6141 流れる星は生きている 藤原てい 中央公論社

6142 なげださない 鎌田　實 集英社

6143 夏雲あがれ 宮本昌孝 集英社
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6144 西村京太郎短編シリーズ　　（1） （2） 西村京太郎 講談社　他（雑誌の抜粋）

6145 二度目の大往生 永　六輔 岩波書店

6146 日本沈没　　上・下 小松左京 小学館

6147 日本列島徒歩縦断!　がん克服落語会 笑福亭小松 講談社

6148 脳の中の人生 茂木健一郎 中公新書

6149 納棺夫日記 青木新門 文芸春秋

6150 「のと恋路号」殺意の旅 西村京太郎 中央公論社

6151 ノボさん　-小説 正岡子規と夏目漱石 伊集院　静 講談社

6152 橋ものがたり 藤沢周平 新潮社

6153 はだしのゲン　わたしの遺書 中沢啓治 朝日学生新聞社

6154 八甲田山死の彷徨 新田次郎 新潮社

6155 八丁堀同心殺人事件　-耳袋秘帖 風野真知雄 大和書房

6156 花篝 澤田ふじ子 光文社

6157 「話して考える」と「書いて考える」　（講演集） 大江健三郎 集英社

6158 パラドックス・サーティン 東野圭吾 講談社

6159 ハリーポッターとアズカバンの囚人　　上・下 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社

6160 ハリーポッターと賢者の石 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社

6161 ハリーポッターと死の秘宝　　上･下 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社
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6162 ハリーポッターと謎のプリンス　　上･下 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社

6163 ハリーポッターと呪いの子
J.K.ローリング、ジョン・ティファニー
ジャック・ソーン 著 　松岡佑子 訳

静山社

6164 ハリーポッターと秘密の部屋 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社

6165 ハリーポッターと不死鳥の騎士団　　上・下 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社

6166 ハリーポッターと炎のゴブレット　　上・下 Ｊ・Ｋ ローリング著　松岡佑子訳 静山社

6167 ハルビン朱の曠野 柴原喬 文芸社

6168 土方歳三　-物語と史蹟を訪ねて 童門冬二 成美堂出版

6169 美術記者の京都 橋本喜三 朝日新聞社

6170 ビッグボートα（アルファ） 赤川次郎 光文社

6171 人・支えあい　福祉的人生考 岩見太市 ＮＰＯ法人ｼｰｽﾞﾈｯﾄ

6172 人質の朗読会 小川洋子 中央公論社

6173 人は愛するに足り、真心は信ずるに足る　-アフガンとの約束 中村哲　(聞き手）澤地久枝 岩波書店

6174 人は自分を癒す力を持っている 黒丸尊治 ダイヤモンド社

6175 人は人によりて人となる 井上昌俊 プレジデント社

6176 秘密 東野圭吾 文芸春秋

6177 112日間のママ 清水　健 小学館

6178 ビルマの竪琴 竹山道雄 新潮社

6179 琵琶湖周航の歌の世界 相楽利満 ﾌｨｯｸｽ艇建造委員会世話人会
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6180 ふしぎの植物学　-身近な緑の知恵と仕事 田中　修 中央公論新社

6181 ふしぎの博物誌　-動物・植物・地学の３２話 河合雅雄編 中央公論新社

6182 ふたり道三　　（１）-（４） 宮本昌孝 新潮社

6183 古田式・ワンランク上のプロ野球観戦術 古田敦也 朝日新聞出版

6184 冬山の掟 新田次郎 新潮社

6185 芙蓉の人 新田次郎 新潮社

6186 触れる喜び 足立すみ子 近代文芸社

6187 ブンナよ木から降りてこい 水上　勉 若州一滴文庫

6188 平左衛門家始末　-浜松・竹山一族の物語 竹山恭二 朝日新聞社

6189 兵士は起つ　　-自衛隊史上最大の作戦 杉山隆男 新潮社

6190 ベニシアの京都 里山日記　-大原で出会った宝物たち ベニシア･スタンリー･スミス 世界文化社

6191 変身 東野圭吾 講談社

6192 報道電報検閲秘史　-丸亀郵便局の日露戦争 竹山恭二 朝日新聞社

6193 本は楽しい　-僕の自伝的読書ノート 赤川次郎 岩波書店

6194 松本美ヶ原殺意の旅 西村京太郎 実業の日本社

6195 祭りジャック・京都祇園祭 西村京太郎 文藝春秋

6196 祭りの果て、郡上八幡 西村京太郎 文藝春秋

6197 見えなくなってはじめに読む本 稲垣吉彦 大活字
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6198 三毛猫ホームズの最後の審判 赤川次郎 光文社

6199 三毛猫ホームズの推理 赤川次郎 角川書店

6200 三毛猫ホームズの追跡 赤川次郎 角川書店

6201 陸奥甲冑記 澤田ふじ子 中央公論社

6202 道ひとすじ　-昭和を生きた盲人たち 愛盲報恩会代表近藤正秋 あずさ書店

6203 源義経と源平の合戦 鈴木　亨 河出書房新社

6204 見残しの塔　-周防国五重塔縁起 久木綾子 新宿書房

6205 美山たそがれメール 野路すみれ 糺書房

6206 茗荷村見聞記 田村一二 北大路書房

6207 みんなの万葉集 上野　誠 ＰＨＰ研究所

6208 無言館の坂道 窪島誠一郎 平凡社

6209 無言館への旅 窪島誠一郎 小沢書店

6210 娘に伝えたい事　-本当の幸せを知って貰うために 町田貞子 光文社

6211 無明剣走る 西村京太郎 角川書店

6212 明治天皇の生涯　　上巻･下巻 童門冬二 徳間書店

6213 明治天皇を語る ドナルド・キーン 新潮社

6214 盲人に音楽を　-佐藤国蔵の生涯 鈴木栄助 日本放送出版協会

6215 黙示録殺人事件 西村京太郎 新潮社
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6216 もどり橋 澤田ふじ子 中公文庫

6217 モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム ＮＨＫ出版

6218 八重子のハミング 陽　信孝 小学館

6219 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 山中伸弥、緑慎也 講談社

6220 闇は我を阻まず　-山本覚馬伝 鈴木由紀子 小学館

6221 雪国殺人事件 西村京太郎 中央公論社

6222 雪に残した３ 新田次郎 新潮社

6223 夜が待っている 西村京太郎 角川書店

6224 竜馬がゆく　1巻～8巻 司馬遼太郎 文藝春秋

6225 臨時特急「京都号（ｻﾛﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ）」殺人事件 西村京太郎 祥伝社

6226 歴史の使い方 堺屋太一 講談社

6227 老前整理　-捨てれば心も暮らしも軽くなる 坂岡洋子 徳間書店

6228 ロバさんの風流シリーズ（1） 勝目　梓 光文社

6229 ロバさんの風流シリーズ（2） 勝目　梓 光文社

6230 ロバさんの風流シリーズ（3） 勝目　梓 光文社

6231 ロバさんの風流シリーズ（4） 勝目　梓 光文社

6232 ロバさんの風流シリーズ（5） 勝目　梓 光文社

6233 ロバさんの風流シリーズ（6） 勝目　梓 光文社
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6234 ロバさんの風流シリーズ（7） 勝目　梓 光文社

6235 ロバさんの風流シリーズ（8）　「淫夜」 勝目　梓 講談社

6236 ロバさんの風流シリーズ（9）　「甘美な凶器」 勝目　梓 光文社

6237 ロバさんの風流シリーズ（10）　「滴り」 勝目　梓 講談社

6238 ロバさんの風流シリーズ（11）　「黒の褥」 勝目　梓 徳間書店

6239 ロバさんの風流シリーズ（12）　「掠奪愛」 勝目　梓 徳間書店

6240 ロバさんの風流シリーズ（13）　「娼婦の朝」 勝目　梓 講談社

6241 ロバさんの風流シリーズ（14）　「ちょっと聞いてよ」 勝目　梓 徳間書店

6242 ロバさんの風流シリーズ（15）　「夢追い肌」 勝目　梓 講談社

6243 ロバさんの風流シリーズ（16）　「幻花祭」 勝目　梓 講談社

6244 ロバさんの風流シリーズ（17）　「ざ・ラクゴ」 勝目　梓 有楽出版社

6245 ロバさんの風流シリーズ（18）　「蟻地獄」 勝目　梓 徳間書店

6246 ロバさんの風流シリーズ（19）　「毒と蜜」 勝目　梓 講談社

6247 ロバさんの風流シリーズ（20）　「狂悦の絆」 勝目　梓 徳間書店

6248 ロバさんの風流シリーズ（21）　「呪縛」 勝目　梓 講談社

6249 ロバさんの風流シリーズ（22）　「恋情」 勝目　梓 文芸社

6250 ロバさんの風流シリーズ（23）　「陶酔への１２階段」 勝目　梓 光文社

6251 ロバさんの風流シリーズ（24）　「酒飲みのひとりごと」 勝目　梓 光文社
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6252 ロバさんの風流シリーズ（25）　「覗く男」 勝目　梓 講談社

6253 ロバさんの風流シリーズ（26）　「妖精狩り」 勝目　梓 光文社

6254 ロバさんの風流シリーズ（27）　「棘」 勝目　梓 光文社

6255 ロバさんの風流シリーズ（28）　「アダルトエデュケーション」 村山由佳 幻冬舎

6256 ロバさんの風流シリーズ（29）　「イヴたちの神話」 勝目　梓 光文社

6257 ロバさんの風流シリーズ（30）　「死支度」 勝目　梓 講談社

6258 ロバさんの風流シリーズ（31）　「黄昏流星群」　第1集 弘兼憲史 小学館

6259 ロバさんの風流シリーズ（32）　「黄昏流星群」　第2集 弘兼憲史 小学館

6260 ロバさんの風流シリーズ（33）　 「好色時代小説集　息づかい」
阿井渉介、安部牧郎、岩井志麻子
他6名

講談社

6261 ロバさんの風流シリーズ（34）　 「女神たちの森」 勝目　梓 光文社

6262 ロバさんの風流シリーズ（35）　 「夜の牙」 勝目　梓 徳間書店

6263 ロバさんの風流シリーズ（36）　 「叩かれる父」 勝目　梓 光文社

6264 ロバさんの風流シリーズ（37）　「大人が楽しむ性愛小説集」 睦月影郎 双葉社

6265 ロバさんの風流シリーズ（38）　 「逢魔」 唯川　恵 新潮社

6266 ロバさんの風流シリーズ（39）　 「異端者」 勝目　梓 文藝春秋

6267 私は負けへん　-ほんとうの名医に出会うまで 日高ようこ 駒草出版

6268 私のしあわせ人生 宇野千代 集英社

6269 私の履歴書・母一夜 水上　勉 筑摩書房

ＮＰＯ法人 ロバの会　075-821-0844（電話・ファックス共通）　https://npo-roba.org/ 26 / 34



2020年4月1日現在

図書
番号

書　　名 著者・編者 発行所

6270 旅猫リポート 有川　浩 文藝社

6271 羊と鋼の森　（2016年第13回本屋大賞受賞作） 宮下奈都 文藝春秋社

6272 いのち 瀬戸内寂聴 講談社

6273 わが盲想 モハメド・オマル・アブディン ポプラ社

6274 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎
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社会・経済

7001 明日を読む 堺屋太一 朝日新聞社

7002 隔離の記憶　-人・脈・記より 朝日新聞 朝日新聞社

7003 原発のウソ 小出裕章 扶桑社

7004 原発のコスト　-エネルギー転換への視点 大島堅一 岩波書店

7005 原発はいらない 小出裕章 幻冬舎ルネッサンス

7006 これで世の中わかる！ ニュースの基礎の基礎 池上　彰 大和書房

7007 しあわせを呼ぶ和ごよみ 岩崎眞美子 学習研究社

7008 時代が変わった 堺屋太一 講談社

7009 信州独創の軌跡　−企業と人と技術文化 北野　進 信濃毎日新聞

7010 凄い時代　-勝負は2011年 堺屋太一 講談社

7011 千年、働いてきました　-老舗企業大国ニッポン 野村　進 角川書店

7012 だから日本は世界から尊敬される マリオ・カデロ 小学館

7013 騙されたあなたにも責任がある　-脱原発の真実 小出裕章 幻冬舎

7014 囚われのイラク　-混迷の戦後復興 安田純平 現代人文社

7015 福島原発の真実 佐藤栄佐久 平凡社

7016 ブランドと百円ショップ 堺屋太一 朝日新聞社

7017 プロメテウスの罠　　ｰ明かされなかった福島原発事故の真実 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング
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7018 プロメテウスの罠 2　-検証！ 福島原発事故の真実 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング

7019 プロメテウスの罠 3　-福島原発事故、新たなる真実 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング

7020 プロメテウスの罠 4　-徹底究明! 福島原発事故の裏側 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング

7021 プロメテウスの罠 5　-福島原発事故、渾身の調査報道 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング

7022 プロメテウスの罠 6　-ふるさとを追われた人々の魂の叫び！ 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング

7023 無から有への挑戦 酒井昭水 シナノケンシ
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料理

7501 小さなフライパン1つで! シニアの1人分ごはん  (別冊NHKきょうの料理) 草場道子 ＮＨＫ出版

7502 電子レンジ 簡単レシピ100+ 村上祥子 永岡書店

7503 ３６５日のおそうざい 　上・下　（１月から１２月） 辻　静夫 辻クッキング社

7504 もっと野菜を! 生のままベジ冷凍 島本美由紀 小学館
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旅

8001 休暇村ガイドブック　-旅の手帖付録 交通新聞社 交通新聞社

8002 京都おでかけ帖12ヶ月の憧れ案内 甲斐みのり 祥伝社

8003 京都検定問題と解説　第1回 京都新聞出版センター 京都新聞出版センター

8004 京都検定問題と解説　第3回ー1級2級3級 京都新聞出版センター 京都新聞出版センター

8005 京都文学散歩 京都新聞出版センター 京都新聞出版センター

8006 四国八十八ヶ所の住職が語る四国霊場の話 四国霊場会 企画・四国霊場会

8007 四国八十八カ所めぐり 宮崎建樹監修 ＪＴＢ

8008 とっておき京都 中村壽男 祥伝社

8009 日本の山 １０００ 山と渓谷社 山と渓谷社

8010 京都癒しの旅 下戸眞由美 ごま書房新社
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音楽

8501 作曲家の生涯　シューベルト 前田昭雄 新潮社

8502 作曲家の生涯　ショパン 遠山一行 新潮社

8503 作曲家の生涯　チャイコフスキー 森田　稔 新潮社

8504 作曲家の生涯　バッハ 樋口隆一 新潮社

8505 作曲家の生涯　ブラームス 三宅幸夫 新潮社

8506 作曲家の生涯　ブルックナー 土田英三郎 新潮社

8507 作曲家の生涯　ベートーベン 平野　昭 新潮社

8508 作曲家の生涯　モーツァルト 田辺秀樹 新潮社

8509 作曲家の生涯　ワーグナー 三光長治 新潮社

8510 ２１世紀の名曲名盤３００－Ⅰ レコード芸術 音楽の友社

8511 ２１世紀の名曲名盤３００－Ⅱ レコード芸術 音楽の友社

8512 ２１世紀の名曲名盤３００－Ⅲ レコード芸術 音楽の友社

8513 パブロ・カザルス 喜びと悲しみ
アルバート・E・カーン編
吉田秀和、郷司敬吾訳

朝日選書

8514 フィルハーモニーの風景 岩城宏之 新潮社
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2020年4月1日現在

図書
番号

書　　名 著者・編者 発行所

漫画コミック

9001 はだしのゲン第1巻　-愛蔵版 中沢啓治 汐文社

9002 ブラック・ジャック 手塚治虫 講談社

9003 ブラック・ジャック　No.2 手塚治虫 講談社

9004 家族の食卓１ 柴門ふみ 小学館

9005 まんが　毎日かあさん　第一集 西原理恵子 毎日新聞社

9006 ワンピース（ONE PIECE)　倒せ！海賊ギャンザック 尾田栄一郎原著、濱崎達弥著 集英社

9007 ワンピース（ONE PIECE）　ローグタウン編 尾田栄一郎原著、濱崎達弥著 集英社
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図書
番号

書　　名 著者・編者 発行所

全集

9501 ハンセン病文学全集第1巻　小説一 加賀乙彦　責任編集 皓星社

9502 ハンセン病文学全集第2巻　小説二 加賀乙彦　責任編集 皓星社

9503 ハンセン病文学全集第3巻　小説三 加賀乙彦　責任編集 皓星社

9504 ハンセン病文学全集第4巻　記録・随筆 鶴見俊輔　責任編集　 皓星社

9505 ハンセン病文学全集第5巻　評論（第一部、第二部） 大谷藤郎　責任編集 皓星社

9506 ハンセン病文学全集第5巻　評論（第三部･付録） 大谷藤郎　責任編集 皓星社

9507 ハンセン病文学全集第6巻　詩一 大岡信　責任編集 皓星社

9508 ハンセン病文学全集第7巻　詩二 大岡信　責任編集 皓星社

9509 ハンセン病文学全集第8巻　短歌 大岡信　責任編集 皓星社

9510 ハンセン病文学全集第9巻　俳句・川柳 大岡信　責任編集 皓星社

9511 ハンセン病文学全集第10巻 児童作品 鶴見俊輔　責任編集　 皓星社
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