広島県立図書館 声の目録 平成27年度版
《ＣＤ》 134点
請求記号
書誌情報
哲学・宗教（１点）
日本神話の神々－CD版全6巻－,アートデイズ, 2015.02, 録音ディスク6枚(369
CD-6985
分), 19cm(箱入)
社会（７点）
明日への声－音声広報CD－,Vol.42, 廣済堂／制作;内閣府政府広報室,
CD-6952
2015.03, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
明日への声－音声広報CD－,Vol.43, 廣済堂／制作;内閣府政府広報室,
CD-6992
[2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
明日への声－音声広報CD－,Vol.44, 廣済堂／制作;内閣府政府広報室,
CD-7030
[2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
明日への声－音声広報CD－,Vol.45, 廣済堂／制作;内閣府政府広報室,
CD-7037
[2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
明日への声－音声広報CD－,Vol.46, 廣済堂／制作;内閣府政府広報室,
CD-7046
[2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
明日への声－音声広報CD－,Vol.47, 廣済堂／制作;内閣府政府広報室,
CD-7131
[2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
養老孟司が語る「わかる」ということ,養老 孟司／講演;新潮CD, 新潮社,
CD-7053
2003.10, 録音ディスク1枚(74分), 15cm(箱入)
自然（２点）
どうばるの自然,2014年号, 山口 正司／録音・編集・解説;山口正司, [2014], 録
CD-6984
音ディスク1枚, 13cm(箱入)
鳥好き良ちゃんの声の野鳥だより,2015年号, 田中 良介／録音・編集・制作;田
CD-7040
中良介, [2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
生活（３点）
だしの取り方,北大路 魯山人／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7107
明], 録音ディスク1枚(10分), 19cm(箱入)
握り寿司の名人,北大路 魯山人／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年
CD-7109
不明], 録音ディスク1枚(35分), 19cm(箱入)
料理の第一歩,北大路 魯山人／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7106
明], 録音ディスク1枚(8分), 19cm(箱入)
芸術・音楽（11点）
NHK講談名作選,ＤＩＳＣ1,四代目邑井貞吉／[講談];NHK CD, NHKサービスセン
CD-7149
ター, p2015, 録音ディスク1枚(61分), 19cm(箱入)
NHK講談名作選,ＤＩＳＣ2,五代目一龍斎貞丈／[講談];NHK CD, NHKサービスセ
CD-7150
ンター, p2015, 録音ディスク1枚(61分), 13cm(箱入)
NHK講談名作選,ＤＩＳＣ3,五代目宝井馬琴／[講談];NHK CD, NHKサービスセン
CD-7151
ター, p2015, 録音ディスク1枚(57分), 13cm(箱入)
NHK講談名作選,ＤＩＳＣ4,七代目一龍斎貞山／[講談];NHK CD, NHKサービスセ
CD-7152
ンター, p2015, 録音ディスク1枚(55分), 13cm(箱入)
NHK講談名作選,ＤＩＳＣ5,六代目一龍斎貞水／[講談];NHK CD, NHKサービスセ
CD-7153
ンター, p2015, 録音ディスク1枚(56分), 13cm(箱入)
Simply Irish drinking songs－4 CDs of pub favourites from the emerald isle
CD-7024
－,Disc 01, Union Square Music, c2011, 録音ディスク1枚(52分), 13cm(箱入)
Simply Irish drinking songs－4 CDs of pub favourites from the emerald isle
CD-7025
－,Disc 02, Union Square Music, c2011, 録音ディスク1枚(53分), 13cm(箱入)
Simply Irish drinking songs－4 CDs of pub favourites from the emerald isle
CD-7026
－,Disc 03, Union Square Music, c2011, 録音ディスク1枚(49分), 13cm(箱入)
Simply Irish drinking songs－4 CDs of pub favourites from the emerald isle
CD-7027
－,Disc 04, Union Square Music, c2011, 録音ディスク1枚(49分), 13cm(箱入)
中島勝祐創作賞,第4回, 日本伝統文化振興財団(発売), 2015.07, 録音ディスク1
CD-7118
枚(80分), 13cm(箱入)
良寛様の書,北大路 魯山人／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明],
CD-7108
録音ディスク1枚(28分), 19cm(箱入)
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文学（89点）
芥川龍之介 芥川における下町－吉本隆明講演－,[吉本 隆明／講演];筑摩書
CD-7033
房, 2015.05, 録音ディスク2枚(125分), 19cm(箱入)
一億円は安すぎる,夏樹 静子／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7110
明], 録音ディスク1枚(78分), 19cm(箱入)
織田信長,坂口 安吾／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明], 録音
CD-7081
ディスク1枚(70分), 20cm(箱入)
紀行文学名作選－朗読版－,1, 太田 治子／編集;国書刊行会, c2015, 録音
CD-6979
ディスク2枚(146分), 19cm(箱入)
紀行文学名作選－朗読版－,2, 太田 治子／編集;国書刊行会, c2015, 録音
CD-6980
ディスク2枚(155分), 19cm(箱入)
紀行文学名作選－朗読版－,3, 太田 治子／編集;国書刊行会, c2015, 録音
CD-6981
ディスク2枚(157分), 19cm(箱入)
紀行文学名作選－朗読版－,4, 太田 治子／編集;国書刊行会, c2015, 録音
CD-6982
ディスク2枚(158分), 19cm(箱入)
紀行文学名作選－朗読版－,5, 太田 治子／編集;国書刊行会, c2015, 録音
CD-6983
ディスク2枚(146分), 19cm(箱入)
幻想文学名作選－文豪の怪談－,第8巻, 日本音声保存, P2004, 録音ディスク1
CD-7045
枚(69分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ 青いガーネット,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7059
1998.08, 録音ディスク1枚(63分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ 赤髪組合,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社, 1998.08,
CD-7057
録音ディスク1枚(71分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ 唇の捩れた男,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7058
1998.08, 録音ディスク1枚(71分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ バスカヴィル家の犬,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7060
1998.08, 録音ディスク2枚(141分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ 緋色の研究,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7054
1998.08, 録音ディスク2枚(133分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ ボヘミアの醜聞,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7056
1998.08, 録音ディスク1枚(72分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ まだらの紐,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社, 1998.08,
CD-7062
録音ディスク1枚(71分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ 六つのナポレオン,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7061
1998.08, 録音ディスク1枚(72分), 13cm(箱入)
シャーロック・ホームズ 四つの署名,コナン・ドイル／著;新潮CD, 新潮社,
CD-7055
1998.08, 録音ディスク2枚(148分), 13cm(箱入)
CD-7069 掏摸,1, 中村 文則／著;音訳サービス・J, [2012], 録音ディスク3枚(163分),
CD-7070 掏摸,2, 中村 文則／著;音訳サービス・J, [2012], 録音ディスク3枚(131分),
銭形平次捕物控,1, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7086
明], 録音ディスク1枚(47分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,2, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7087
明], 録音ディスク1枚(48分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,3, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7088
明], 録音ディスク1枚(44分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,4, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7089
明], 録音ディスク1枚(44分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,5, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7090
明], 録音ディスク1枚(42分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,6, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7091
明], 録音ディスク1枚(48分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,9, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7092
明], 録音ディスク1枚(43分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,10, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7093
明], 録音ディスク1枚(47分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,11, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7094
明], 録音ディスク1枚(51分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,22, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7095
明], 録音ディスク1枚(47分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,24, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
CD-7096
明], 録音ディスク1枚(50分), 19cm(箱入)
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CD-7097
CD-7098
CD-7099
CD-7100
CD-7101
CD-7102
CD-7103
CD-7104
CD-7105
CD-7111
CD-7065
CD-7066
CD-7067
CD-7068
CD-7082
CD-7083
CD-7084
CD-7085
CD-7029
CD-6996
CD-6997
CD-6998
CD-6999
CD-7000
CD-7001
CD-7002
CD-7003
CD-7004
CD-7005
CD-7006
CD-7007
CD-7008
CD-7009

銭形平次捕物控,25, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
明], 録音ディスク1枚(56分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,48, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
明], 録音ディスク1枚(46分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,51, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
明], 録音ディスク1枚(42分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,58, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
明], 録音ディスク1枚(47分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,63, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
明], 録音ディスク1枚(43分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,64, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不
明], 録音ディスク1枚(47分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,105, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年
不明], 録音ディスク1枚(47分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,111, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年
不明], 録音ディスク1枚(50分), 19cm(箱入)
銭形平次捕物控,114, 野村 胡堂／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年
不明], 録音ディスク1枚(43分), 19cm(箱入)
時をかける少女,筒井 康隆／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明],
録音ディスク3枚(165分), 19cm(箱入)
とんび,1, 重松 清／著;音訳サービス・J, [2013], 録音ディスク3枚(186分),
とんび,2, 重松 清／著;音訳サービス・J, [2013], 録音ディスク3枚(198分),
とんび,3, 重松 清／著;音訳サービス・J, [2013], 録音ディスク3枚(197分),
とんび,4, 重松 清／著;音訳サービス・J, [2013], 録音ディスク2枚(136分),
日本合戦譚,1, 菊池 寛／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明], 録
音ディスク4枚, 20cm(箱入)
日本合戦譚,2, 菊池 寛／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明], 録
音ディスク4枚, 20cm(箱入)
日本合戦譚,3, 菊池 寛／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明], 録
音ディスク4枚, 20cm(箱入)
日本合戦譚,4, 菊池 寛／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明], 録
音ディスク4枚, 20cm(箱入)
ひろしまのピカ－平和への願いをこめた朗読CD－,丸木 俊／作;パンローリン
グ(発売), [2015], 録音ディスク1枚(26分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[1], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(23分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[2], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(59分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[3], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(51分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[4], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(27分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[5], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(39分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[6], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(33分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[7], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(46分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[8], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(48分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[9], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライブ
ラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(53分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[10], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(49分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[11], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(37分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[12], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(38分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[13], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(63分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[14], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(37分), 13cm(箱入)
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CD-7010
CD-7011
CD-7012
CD-7013
CD-7014
CD-7015
CD-7016
CD-7017
CD-7018
CD-7019
CD-7119
CD-7120
CD-7121
CD-7122
CD-7123
CD-7124
CD-7125
CD-7126
CD-7127
CD-7128
CD-7129
CD-7130
CD-7112
CD-7113
CD-7028

松平定知が読む芥川龍之介,[15], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(59分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[16], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(50分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[17], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(13分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[18], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(36分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[19], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(59分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[20], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(56分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[21], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(18分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[22], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(50分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[23], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(32分), 13cm(箱入)
松平定知が読む芥川龍之介,[24], 芥川 龍之介／[著];ことばを育てる朗読ライ
ブラリー, 日外アソシエーツ, [2015], 録音ディスク1枚(21分), 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,[第1集]Disc1, 宮部 みゆき／
作;NHKサービスセンター, p2013, 録音ディスク１枚, 19cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,[第1集]Disc2, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2013, 録音ディスク１枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,[第1集]Disc3, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2013, 録音ディスク１枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,[第1集]Disc4, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2013, 録音ディスク１枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,[第1集]Disc5, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2013, 録音ディスク１枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,[第1集]Disc6, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2013, 録音ディスク１枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,第2集Disc1, 宮部 みゆき／
作;NHKサービスセンター, p2014, 録音ディスク1枚, 19cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,第2集Disc2, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2014, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,第2集Disc3, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2014, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,第2集Disc4, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2014, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,第2集Disc5, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2014, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
宮部みゆき傑作選－聴いて味わう時代小説－,第2集Disc6, [宮部 みゆき／
作];NHKサービスセンター, p2014, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
ものがたり史記,1, 陳 舜臣／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明],
録音ディスク3枚, 19cm(箱入)
ものがたり史記,2, 陳 舜臣／著;オーディオブック, ことのは出版, [出版年不明],
録音ディスク3枚, 19cm(箱入)
吉村昭講演録－私の史実探究－,[吉村 昭／講演];日本音声保存(発売),
2015.02, 録音ディスク5枚(270分), 19cm(箱入)
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郷土資料（21点）
CD愛生鳥,光と風Hi-Fu／[歌];King Records, 2015.05, 録音ディスク1枚, 13cm(箱
7078/H 入)
CDあなたへ,小川 景司／[歌];Owl Records, [2014], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
7072/H
ヴィルヘルム・ケンプ－多才な音楽家の肖像－,[ヴィルヘルム・ケンプ／演
CD奏];Tower records vintage collection, ユニバーサルミュージック(発売), 2005.10,
7117/H
録音ディスク1枚(62分), 13cm(箱入)
大竹で生きている－大竹市制施行60周年記念大竹市イメージソング－,二階堂
CD和美with大竹市民吹奏楽クラブ／[演奏];カクバリズム, [2015], 録音ディスク1枚,
7115/H
13cm(箱入)
CD音楽の贈り物,VOL.1, 広島交響楽団／管弦楽;広島交響楽協会, [2015], 録音
6991/H ディスク1枚(61分), 13cm(箱入)
CDカープジャズ,2, with河村貴之〝Carp̋ Quartet／[演奏];原色美術印刷社(発売),
7080/H 2015.09, 録音ディスク1枚, 19cm(箱入)
翔～未来への道～－2016ひろしま総文 大会イメージソング－,第40回全国高等
CD学校総合文化祭広島県実行委員会／制作・著;第40回全国高等学校総合文化
7042/H
祭広島県実行委員会, p2015, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CDきたひろしまの歌－北広島町合併10周年記念－,広島県北広島町／企画制作;
7039/H 広島県北広島町, [2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CD恋の影法師－C/W恋しくて…尾道－,愛 あきら／[歌];Guns' Music
7064/H Entertainment, 2015.06, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CDさあ はじめよう!－it's my pleasure!－,沖田 孝司／作詞・曲;Okita Records,
6994/H [2011], 録音ディスク1枚(43分), 13cm(箱入)
CD三景の女(ひと)－C/W広島恋の街/愛の終章(エピローグ)－,南 一誠／[歌];日
6957/H 本コロムビア(発売), 2014.10, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CD正調とんど－伴奏のみ－,[ほしの／三味線 太鼓 鐘];[福山市古典芸能保存会],
6971/H [2015], 録音ディスク1枚(5分), 13cm(箱入)
CD正調とんど－八詠みと伴奏－,ほしの／三味線 太鼓 鐘;[福山市古典芸能保存
6974/H 会], [2015], 録音ディスク1枚(10分), 13cm(箱入)
CD正調とんど－音頭 八詠み－,ほしの／三味線 太鼓 鐘;[福山市古典芸能保存
6976/H 会], [2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CD正調とんど－音頭 十六詠み－,ほしの／三味線 太鼓 鐘;[福山市古典芸能保存
6978/H 会], [2015], 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CD世界中のこどもたちへ!－被爆ピアノと歌うメッセージ・ソング－,長谷川 義史／
7076/H 出演;King Records, 2015.08, 録音ディスク1枚(76分), 13cm(箱入)
CD伝える花,二階堂 和美／作詞 作曲 歌;P-Vine, 2015.07, 録音ディスク1枚,
7074/H 13cm(箱入)
CDひろしまのピカ－平和への願いをこめた朗読CD－,丸木 俊／作;パンローリン
6955/H グ(発売), [2015], 録音ディスク1枚(26分), 13cm(箱入)
CD南一誠全曲集－三景の女(ひと)－,[南 一誠／歌];日本コロムビア(発売),
6959/H 2014.10, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
CD三次の小路/江の川舟唄・江の川舟引き唄,[三次を語る会], [2015], 録音ディス
6969/H ク1枚, 13cm(箱入)
CDRed,B'z／[歌];Being, 2015.06, 録音ディスク1枚, 13cm(箱入)
7032/H
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《カセット》 ８点
書誌情報
生活（１点）
CAS身近な野菜の畑から食卓までの道－音声カセットテープ－,すこやか食生活協
4770
会, 2015.03, 録音カセット1巻(60分), 11cm(箱入)
郷土資料（７点）
CASひろしま県民だより,338号, [広島県総務局広報課／編];[広島県総務局広報課],
4758/H [2015], 録音カセット1巻, 11cm(箱入)
CASひろしま県民だより,339号, [広島県総務局広報課／編];[広島県総務局広報課],
4761/H [2015], 録音カセット1巻, 11cm(箱入)
CASひろしま県民だより,340号, [広島県総務局広報課／編];[広島県総務局広報課],
4762/H [2015], 録音カセット1巻, 11cm(箱入)
CASひろしま県民だより,341号, [広島県総務局広報課／編];[広島県総務局広報課],
4763/H [2015], 録音カセット1巻, 11cm(箱入)
CASひろしま県民だより,342号, [広島県総務局広報課／編];[広島県総務局広報課],
4768/H [2015], 録音カセット1巻, 11cm(箱入)
CASひろしま県民だより,343号, [広島県総務局広報課／編];[広島県総務局広報課],
4769/H [2016], 録音カセット1巻, 11cm(箱入)
CAS宮島小唄/五十四万石,榎下 奈穂子／唄;ビクター伝統文化振興財団, 2004.02,
4760/H 録音カセット1巻(7分), 11cm(箱入)
請求記号

《デイジー》 12点
書誌情報
社会（２点）
ご存じですか?マイナンバー－音声広報CD－,平成27年3月版, 内閣府大臣官房
DS-0139
番号制度担当室, [2015], デイジー1枚, 13cm(箱入)
私たちの税金－音声デイジー版－,平成27年度版, 国税庁広報広聴官, 2015.08,
DS-0137
デイジー1枚(136分), 13cm(箱入)
生活（１点）
身近な野菜の畑から食卓までの道－デイジー図書－,すこやか食生活協会／制
DS-0147
作;すこやか食生活協会, 2015.03, デイジー1枚, 13cm(箱入)
産業（１点）
食料・農業・農村白書－音声CD(デイジー図書)－,平成26年度, 農林水産省,
DS-0138
[2014], デイジー1枚, 13cm(箱入)
郷土資料（８点）
DS第4期広島県障害福祉計画－平成27(2015)年度～平成29(2017)年度－,[広島
0132/H 県／編];広島県, 2015.03, デイジー1枚, 13cm(箱入)
DSひろしま県民だより,第338号, [広島県総務局広報課／編];広島県, 2015.04, デイ
0130/H ジー1枚, 13cm(箱入)
DSひろしま県民だより,第339号, [広島県総務局広報課／編];広島県, 2015.06, デイ
0135/H ジー1枚, 13cm(箱入)
DSひろしま県民だより,第340号, [広島県総務局広報課／編];広島県, 2015.08, デイ
0136/H ジー1枚, 13cm(箱入)
DSひろしま県民だより,第341号, [広島県総務局広報課／編];広島県, 2015.10, デイ
0140/H ジー1枚, 13cm(箱入)
DSひろしま県民だより,第342号, [広島県総務局広報課／編];広島県, 2015.12, デイ
0145/H ジー1枚, 13cm(箱入)
DSひろしま県民だより,第343号, [広島県総務局広報課／編];広島県, 2016.01, デイ
0146/H ジー1枚, 13cm(箱入)
DS広島県障害者プラン－第3次広島県障害者計画－,[広島県／編];広島県,
0134/H 2014.03, デイジー1枚, 13cm(箱入)
請求記号

《マルチメディアデイジー》 ４点
請求記号

書誌情報

文学（４点）
MDSわいわい文庫－マルチメディアDAISY図書－,2015 Ver.1, 伊藤忠記念財団／製
0036
作;伊藤忠記念財団, [2015], マルチメディアデイジー1枚(254分), 19cm(箱入)
MDSわいわい文庫－マルチメディアDAISY図書－,2015 Ver.2, 伊藤忠記念財団／製
0037
作;伊藤忠記念財団, [2015], マルチメディアデイジー1枚(541分), 13cm(箱入)
MDSわいわい文庫－マルチメディアDAISY図書－,2015 Ver.3, 伊藤忠記念財団／製
0038
作;伊藤忠記念財団, [2015], マルチメディアデイジー1枚(615分), 13cm(箱入)
MDSわいわい文庫－マルチメディアDAISY図書－,2015 Ver.BLUE, 伊藤忠記念財団
0039
／製作;伊藤忠記念財団, [2015], マルチメディアデイジー1枚(218分), 13cm(箱
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