
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116655671 ラジオはココロの疲れを、そっと取り除く 板倉　徹／著 東京：ぱる出版 医学      

0116143736 電波とラジオの基礎技術 岩上　篤行／著 東京：誠文堂新光社 工学      

0117808154 ラジオの技術・産業の百年史 岡部　匡伸／著 東京：勉誠出版 工学      

0116441940 ラジオの歴史 高橋　雄造／著 東京：法政大学出版局 工学      

0118027713 アフタートーク 石井　玄／著 東京：KADOKAWA 産業      

0116878463 交通情報の女たち 室井　昌也／著 東京：論創社 産業      

0117939595 声を上げる、声を届ける 澤田　大樹／著 東京：亜紀書房 産業      

0117699140 サンドウィッチマンの東北魂 サンドウィッチマン／著 東京：ニッポン放送 産業      

0116917170 ジェーン・スー相談は踊る TBSラジオ「ジェーン・スー相談は踊る」／編 東京：ポプラ社 産業      

0117910554 人生のBGMはラジオがちょうどいい 春風亭　一之輔／著 東京：双葉社 産業      

0117355560 深夜のラジオっ子 村上　謙三久／著 東京：筑摩書房 産業      

0117666958 声優ラジオ“愛”史 村上　謙三久／著 東京：辰巳出版 産業      

0116692302 その時ラジオは 竹山　昭子／著 東京：朝日新聞出版(発売) 産業      

0117246553 高嶋ひでたけの読むラジオ 高嶋　秀武／著 東京：小学館 産業      

0117941062 TBSラジオ公式読本 赤江　珠緒／[ほか述] 東京：リトルモア 産業      

0117413492 定年ラジオ 上柳　昌彦／著 東京：三才ブックス 産業      

0117926683 普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになる 佐久間　宣行／著 東京：ニッポン放送 産業      

0116276734 ラジオが好き! 村上　信夫／著 東京：海竜社 産業      

0117217372 ラジオに恋して ルーシー・ケント／著 東京：ゴマブックス 産業      

0117008409 ラジオのお仕事 室井　昌也／著 東京：勉誠出版 産業      

0116533100 ラジオのすごい人たち 豊田　拓臣／著 東京：アスペクト 産業      

0115850158 ラジオの戦争責任 坂本　慎一／著 東京：PHP研究所 産業      

0116341785 ラジオの魂 小島　慶子／著 東京：河出書房新社 産業      

0117498709 ラジオノスタルジア 弟子　吉治郎／著 東京：徳間書店 産業      

0116915422 ラジオは真実を報道できるか ラジオフォーラム／著 東京：岩波書店 産業      

0116733122 ラジオマン 吉田　照美／著 東京：ぴあ 産業      

特集名：長野1月一般テーマ「ようこそ、ラジオの世界へ」
特集期間:2022/12/28～2023/1/25



0117428771 臨時災害放送局というメディア 大内　斎之／著 東京：青弓社 産業      

0115757502 まむちゃんつかちゃんの落語にラジオ 毒蝮　三太夫／著 東京：彩流社 芸術      

0117495960 JAL健康管理部本気の!ラジオ体操講座 日本航空株式会社／協力 東京：KADOKAWA ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117627562 超ラジオ体操 谷本　道哉／著 東京：扶桑社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116377011 「ラジオ体操」でからだが若返る! 湯浅　景元／監修 東京：洋泉社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117125120 明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子／著 東京：新潮社 文学      

0113530976 朝そのひとときに 大沢　澄男／著 東京：筒井書房 文学      

0116653742 安部公房とはだれか 木村　陽子／著 東京：笠間書院 文学      

0114085715 生きているということは 永　六輔／編 東京：朝日出版社 文学      

0116080052 いつだって今だもん 谷川　俊太郎／著 東京：大和書房 文学      

0115040859 いつものように幕が開き 小沢　昭一／著 東京：晶文社 文学      

0117136663 ヴィジョンズ 宮部　みゆき／著 東京：講談社 文学      

0116984774 歌の旅びと　上 五木　寛之／著 東京：潮出版社 文学      

0116984782 歌の旅びと　下 五木　寛之／著 東京：潮出版社 文学      

0116880295 うどんキツネつきの 高山　羽根子／[著] 東京：東京創元社 文学      

0115794018 江戸時代の和歌を読む 林　達也／著 東京：原人舎 文学      

0117043463 江戸川乱歩名作ベストセレクション　[1]-1 江戸川　乱歩／著 東京：ゴマブックス 文学      

0117441618 NHKラジオ深夜便絶望名言　[1] 頭木　弘樹／著 東京：飛鳥新社 文学      

0117817643 NHKラジオ深夜便文豪通信 中川　越／著 東京：河出書房新社 文学      

0117910893 王朝日記の魅力 島内　景二／著 東京：花鳥社 文学      

0115622813 大庭武年探偵小説選　2 大庭　武年／著 東京：論創社 文学      

0116053166 オールバックの放送作家 高橋　洋二／著 東京：国書刊行会 文学      

0116437955 奥山准教授のトマト大学太平記 奥本　大三郎／著 東京：幻戯書房 文学      

0115802738 小沢昭一座談　5 小沢　昭一／著 東京：晶文社 文学      

0116661943 男のおばあさん　[1] 永　六輔／著 東京：大和書房 文学      

0116736653 男のおばあさん　2 永　六輔／著 東京：大和書房 文学      

0117123034 俺はNOSAKAだ 野坂　昭如／著 東京：新潮社 文学      

0117236414 風待町医院異星人科 藤崎　慎吾／著 東京：光文社 文学      

0115356008 風の流れに添って 秋山　ちえ子／著 東京：講談社 文学      

0115311581 金持ち川柳貧乏川柳 ニッポン放送／編 東京：ニッポン放送 文学      

0116048638 かみつく二人 三谷　幸喜／著 東京：幻冬舎 文学      

0117742627 感傷ストーブ 川島　結佳子／著 東京：短歌研究社 文学      



0117931477 歓待する文学 小野　正嗣／著 東京：NHK出版 文学      

0116942293 木皿食堂　2 木皿　泉／著 東京：双葉社 文学      

0114902539 北から、南から 永　六輔／編 東京：朝日出版社 文学      

0115578460 車いすのパティシエ ニッポン放送『うえやなぎまさひこのサプライズ!』／編 東京：ニッポン放送 文学      

0116836529 現代女性秀歌 栗木　京子／著 東京：NHK出版 文学      

0117870212 「ことば」に殺される前に 高橋　源一郎／著 東京：河出書房新社 文学      

0117039248 言葉の贅肉 伊奈　かっぺい／著 東京：岩波書店 文学      

0118048966 この星で生きる理由 佐治　晴夫／著 東京：KTC中央出版 文学      

0116654500 これで生きるのが楽になる 鎌田　實／著 東京：扶桑社 文学      

0117918482 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠　るい／著 東京：出版芸術社 文学      

0117324889 雑談藝 いとう　せいこう／著 東京：文藝春秋 文学      

0116436304 さよなら小松左京 小松　左京／ほか著 東京：徳間書店 文学      

0117609024 詩と出会う 詩と生きる 若松　英輔／著 東京：NHK出版 文学      

0116180464 新諸国物語　第1巻 北村　寿夫／著 東京：作品社 文学      

0116212481 新諸国物語　第2巻 北村　寿夫／著 東京：作品社 文学      

0116351123 世界にひとつだけの本 北阪　昌人／著 東京：PHP研究所 文学      

0117242131 1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった せきしろ／著 東京：双葉社 文学      

0117082453 台所のラジオ 吉田　篤弘／[著] 東京：角川春樹事務所 文学      

0117654343 武田百合子対談集 武田　百合子／著 東京：中央公論新社 文学      

0116316498 たてつく二人 三谷　幸喜／著 東京：幻冬舎 文学      

0115577066 谷川俊太郎歌の本 谷川　俊太郎／著 東京：講談社 文学      

0115829699 種を蒔く日々 秋山　ちえ子／著 東京：講談社 文学      

0117935437 次の角を曲がったら話そう 伊集院　光／監修 東京：小学館 文学      

0117689554 月岡草飛の謎 松浦　寿輝／著 東京：文藝春秋 文学      

0117421388 ドイツ職人紀行 池内　紀／著 東京：東京堂出版 文学      

0114254295 桃源佳境 石川　忠久／著 東京：東方書店 文学      

0116896044 透明カメレオン 道尾　秀介／著 東京：KADOKAWA 文学      

0117647404 瞠目笑 林家　彦いち／著 東京：パイインターナショナル 文学      

0117538405 日本の漢詩 宇野　直人／著 東京：明徳出版社 文学      

0117955773 日本人の宿題 半藤　一利／著 東京：NHK出版 文学      

0117934539 博多さっぱそうらん記 三崎　亜記／著 東京：KADOKAWA 文学      

0117605162 ぱくりぱくられし 木皿　泉／著 東京：紀伊國屋書店 文学      



0115522963 犯罪心理学者花見小路珠緒の不思議事件ファイル 村上　信夫／著 東京：グラフ社 文学      

0117981100 百歳いつまでも書いていたい 瀬戸内　寂聴／著 東京：NHK出版 文学      

0116765520 腹心の友たちへ 村岡　花子／著 東京：河出書房新社 文学      

0115891541 フラワーズ 谷村　志穂／[著] 東京：角川春樹事務所 文学      

0116020314 マジョガリガリ 森　達也／著 東京：TOKYO FM出版 文学      

0117887190 まだまだ健康川柳 近藤　勝重／[編]著 東京：幻冬舎 文学      

0116026006 ミサキラヂオ 瀬川　深／著 東京：早川書房 文学      

0117461970 向田邦子文学論 向田邦子研究会／編 東京：新典社 文学      

0116756529
むずかしいことをやさしく、やさしいことを深く、深いこ
とを面白く

永　六輔／著 東京：毎日新聞社 文学      

0114264633 村上ラヂオ 村上　春樹／文 東京：マガジンハウス 文学      

0115480469 名探偵コレクション　1 仁木　悦子／著 東京：出版芸術社 文学      

0117171488 茂吉入門 秋葉　四郎／著 東京：飯塚書店 文学      

0114907306 「勇歩」と私とラジオな人々 ごう　まなみ／著 長崎：長崎新聞社 文学      

0117221143 ラジオ・ガガガ 原田　ひ香／著 東京：双葉社 文学      

0116241209 ラジオ北野 ビートたけし／著 東京：新潮社 文学      

0115588634 ラジオ深夜便季語で日本語を旅する 鷹羽　狩行／[著] 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116298209 ラジオ深夜便季語で日本語を旅する<総集編> [鷹羽　狩行／著] 東京：NHKサービスセンター 文学      

0115847451 ラジオ深夜便誕生日の花ときょうの一句
ラジオ深夜便「きょうの一句」制作プロジェクト／「きょう
の一句」選句・鑑賞

東京：NHKサービスセンター 文学      

0116333022 ラジオ深夜便誕生日の花ときょうの一句　第2集 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116672759 ラジオ深夜便誕生日の花と短歌365日 鳥海　昭子／短歌とエッセー 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116120577 ラジオ深夜便母を語る 遠藤　ふき子／聞き手 東京：NHKサービスセンター 文学      

0117703025 ラジオ深夜便母を語る特選集 遠藤　ふき子／聞き手 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116410226 ラジオ深夜便母を語る　第2集 遠藤　ふき子／聞き手 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116402637 ラジオ深夜便母を語る　第3集 遠藤　ふき子／聞き手 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116787474 ラジオ深夜便母を語る　第4集 遠藤　ふき子／聞き手 東京：NHKサービスセンター 文学      

0116976036 ラジオドラマ脚本入門 北阪　昌人／著 東京：映人社 文学      

0116541988 ラジオのこころ 小沢　昭一／著 東京：文藝春秋 文学      

0117091553 ラジオラジオラジオ! 加藤　千恵／著 東京：河出書房新社 文学      

0116836123 ラストレター さだ　まさし／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0117230466 わがクラシック・スターたち 小林　信彦／著 東京：文藝春秋 文学      



0115852717 わが人生の歌がたり 五木　寛之／著 東京：角川書店 文学      

0116097726 わが人生の歌がたり 五木　寛之／著 東京：角川書店 文学      


