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タイトル 責任表示 出版者 出版年 配架 請求記号 資料ID

阿寒に果つ 上 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 1997.10 北方大活字本 F/W/1 1106150079

阿寒に果つ 下 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 1997.10 北方大活字本 F/W/2 1106150020

秋の猫 上 藤堂 志津子∥著 埼玉福祉会 2007.11 北方大活字本 F/TO/1 1109001113

秋の猫 下 藤堂 志津子∥著 埼玉福祉会 2007.11 北方大活字本 F/TO/2 1109001105

あんたどこいきなさる 旅を謡う 加納 登∥絵と詩 プリミティヴ プラン プレス 1996.11 北方９ 911.568/KA 1106102682

糸車 1 宇江佐/真理‖[著] 大活字文化普及協会 2016.8 北方大活字本 F/U/1 1112122898

糸車 2 宇江佐/真理‖[著] 大活字文化普及協会 2016.8 北方大活字本 F/U/2 1112122906

榎本武揚 上 安部/公房‖著 埼玉福祉会 2010.5 北方大活字本 F/A/1 1109809275

榎本武揚 下 安部/公房‖著 埼玉福祉会 2010.5 北方大活字本 F/A/2 1109809267

おはぐろとんぼ 上 江戸人情堀物語 宇江佐/真理‖著 埼玉福祉会 2017.11 北方大活字本 F/U/1 1112328479

おはぐろとんぼ 下 江戸人情堀物語 宇江佐/真理‖著 埼玉福祉会 2017.11 北方大活字本 F/U/2 1112328503

かげろう 藤堂/志津子‖著 埼玉福祉会 2011.5 北方大活字本 F/TO 1110787783

蟹工船 小林 多喜二∥著 舵社 2006.2 北方大活字本 F/KO 1108992213

北国物語 上 船山 馨∥著 角川書店 1993.4 北方大活字本 F/F/1 1106151416

北国物語 下 船山 馨∥著 角川書店 1993.4 北方大活字本 F/F/2 1106151218

北の海明け 上 佐江 衆一∥著 埼玉福祉会 1998.12 北方大活字本 F/SA/1 1106461534

北の海明け 下 佐江 衆一∥著 埼玉福祉会 1998.12 北方大活字本 F/SA/2 1106459488

北の墓標 小説郡司大尉 夏堀 正元∥著 文芸春秋 1995.10 北方大活字本 F/NA 1106151267

旧約聖書入門 上 光と愛を求めて 三浦 綾子∥著 埼玉福祉会 2006.11 北方１ 190.4/MI/1 1108768746

旧約聖書入門 下 光と愛を求めて 三浦 綾子∥著 埼玉福祉会 2006.11 北方１ 190.4/MI/2 1108768738
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豪華特急トワイライト殺人事件 1 西村/京太郎‖[著] 大活字 2004.6 北方大活字本 F/NI/1 1112127475

豪華特急トワイライト殺人事件 2 西村/京太郎‖[著] 大活字 2004.6 北方大活字本 F/NI/2 1112127467

豪華特急トワイライト殺人事件 3 西村/京太郎‖[著] 大活字 2004.6 北方大活字本 F/NI/3 1112127459

桜ハウス 上 藤堂/志津子‖著 埼玉福祉会 2014.6 北方大活字本 F/TO/1 1111285985

桜ハウス 下 藤堂/志津子‖著 埼玉福祉会 2014.6 北方大活字本 F/TO/2 1111285993

殺意の青函トンネル 1 西村 京太郎∥[著] 大活字 2003.4 北方大活字本 F/NI/1 1106643909

殺意の青函トンネル 2 西村 京太郎∥[著] 大活字 2003.4 北方大活字本 F/NI/2 1106643958

殺意の青函トンネル 3 西村 京太郎∥[著] 大活字 2003.4 北方大活字本 F/NI/3 1106644006

札幌　（ゼンリンまっぷ大字展 ） ゼンリン 2000.9 北方２ 291.561/SA 1106143124

札幌　（ゼンリンまっぷ大字展 ） ゼンリン 2002.1 北方２
291.561/SA/[

H14]
1106152265

札幌・小樽のあるきかた　（福袋） ゼンリン 2000.6 北方２ 291.09/SA 1106098310

JAFマップ北海道 [2004] JAF出版社 2004 北方６ 682.9/J/H16 1107551499

泥流地帯 上 三浦/綾子‖著 埼玉福祉会 2011.12 北方大活字本 F/MI/1 1110808787

泥流地帯 中 三浦/綾子‖著 埼玉福祉会 2011.12 北方大活字本 F/MI/2 1110808795

泥流地帯 下 三浦/綾子‖著 埼玉福祉会 2011.12 北方大活字本 F/MI/3 1110808803

でっか字北海道道路地図 昭文社 2002.9 北方６
682.9/D/[H14

]-ｲ
1106654161

遠き落日 1 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 2007.5 北方大活字本 F/W/1 1108805084

遠き落日 2 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 2007.5 北方大活字本 F/W/2 1108805092

遠き落日 3 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 2007.5 北方大活字本 F/W/3 1108805100
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遠き落日 4 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 2007.5 北方大活字本 F/W/4 1108805118

鈍感力 渡辺/淳一‖著 埼玉福祉会 2014.12 北方大活字本 914.6/W 1111846604

長崎ロシア遊女館 上 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 2003.5 北方大活字本 F/W/1 1106632324

長崎ロシア遊女館 下 渡辺 淳一∥著 埼玉福祉会 2003.5 北方大活字本 F/W/2 1106632274

泣くも一生、笑うも一生 老後の幸せはあ

なた次第!
小野 進∥著 大活字 1999.7 北方大活字本 369.26/NA 1106611120

泣くも一生、笑うも一生 2 小野 進∥著 大活字 2003.1 北方大活字本 369.26/NA/2 1106611179

泣くも一生、笑うも一生 3 小野 進∥著 大活字 2007.8 北方大活字本 369.26/NA/3 1108991850

破獄 1 吉村/昭‖[著] 大活字 2005.9 北方大活字本 F/Y/1 1112127442

破獄 2 吉村/昭‖[著] 大活字 2005.9 北方大活字本 F/Y/2 1112127434

破獄 3 吉村/昭‖[著] 大活字 2005.9 北方大活字本 F/Y/3 1112127426

破獄 4 吉村/昭‖[著] 大活字 2005.9 北方大活字本 F/Y/4 1112127418

輓馬 上 鳴海 章∥著 埼玉福祉会 2007.11 北方大活字本 F/NA/1 1109033611

輓馬 下 鳴海 章∥著 埼玉福祉会 2007.11 北方大活字本 F/NA/2 1109033603

羆(ひぐま) 1 吉村昭∥著 大活字文化普及協会 2010.2 北方大活字本 F/Y/1 1112362627

羆(ひぐま) 2 吉村昭∥著 大活字文化普及協会 2010.2 北方大活字本 F/Y/2 1112362635

羆(ひぐま) 3 吉村昭∥著 大活字文化普及協会 2010.2 北方大活字本 F/Y/3 1112362643

羆(ひぐま) 4 吉村昭∥著 大活字文化普及協会 2010.2 北方大活字本 F/Y/4 1112362650

広き迷路 1 三浦 綾子∥[著] 大活字 2006.6 北方大活字本 F/MI/1 1108634864

広き迷路 2 三浦 綾子∥[著] 大活字 2006.6 北方大活字本 F/MI/2 1108634880

広き迷路 3 三浦 綾子∥[著] 大活字 2006.6 北方大活字本 F/MI/3 1108634849
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鉄道員(ぽっぽや)*ラブ・レター 浅田 次郎∥著 大活字 1998.4 北方９ F/A 1105258915

鉄道員(ぽっぽや)*ラブ・レター 浅田 次郎∥[著] 大活字 2000.7 北方９ F/A 1106147067

間宮林蔵 上 吉村/昭‖著 埼玉福祉会 2012.12 北方大活字本 F/Y/1 1111316020

間宮林蔵 中 吉村/昭‖著 埼玉福祉会 2012.12 北方大活字本 F/Y/2 1111316038

間宮林蔵 下 吉村/昭‖著 埼玉福祉会 2012.12 北方大活字本 F/Y/3 1111316046

水なき雲 上 三浦 綾子∥著 埼玉福祉会 1998.12 北方大活字本 F/MI/1 1106150228

水なき雲 中 三浦 綾子∥著 埼玉福祉会 1998.12 北方大活字本 F/MI/2 1106150178

水なき雲 下 三浦 綾子∥著 埼玉福祉会 1998.12 北方大活字本 F/MI/3 1106150129

夕あり朝あり 上 三浦/綾子‖著 埼玉福祉会 2015.6 北方大活字本 F/MI/1 1112032915

夕あり朝あり 中 三浦/綾子‖著 埼玉福祉会 2015.6 北方大活字本 F/MI/2 1112032923

夕あり朝あり 下 三浦/綾子‖著 埼玉福祉会 2015.6 北方大活字本 F/MI/3 1112032931

林蔵の貌 1 北方/謙三‖著 埼玉福祉会 2004.5 北方大活字本 F/KI/1 1111315980

林蔵の貌 2 北方/謙三‖著 埼玉福祉会 2004.5 北方大活字本 F/KI/2 1111315998

林蔵の貌 3 北方/謙三‖著 埼玉福祉会 2004.5 北方大活字本 F/KI/3 1111316004

林蔵の貌 4 北方/謙三‖著 埼玉福祉会 2004.5 北方大活字本 F/KI/4 1111316012

蝋涙 原田 康子∥著 埼玉福祉会 2006.11 北方大活字本 F/HA 1108768720

私の遺言 上 佐藤/愛子‖著 埼玉福祉会 2011.12 北方大活字本 ｱ.1/W/1 1112356884

私の遺言 下 佐藤/愛子‖著 埼玉福祉会 2011.12 北方大活字本 ｱ.1/W/2 1112356538

わたしの京都 渡辺/淳一‖著 埼玉福祉会 2011.12 北方大活字本 914.6/W 1111298665
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