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新 刊 案 内 

■図書のお申込みの際には、お名前をフルネームでお知らせください。 

■「第 90号の○番」というお申込みでも受付けができます。ご利用ください。 

■デイジー図書をお聞きになるには専用機が必要です。（□Dは、デイジー図書の

収録時間数） 

■点字・録音の各新刊情報の末尾には、サピエ図書館登録の新刊情報も一部ご紹

介しております。いずれも取り寄せでの貸出ができます。当館までお申し込みく

ださい。 

 

2011年４月～５月登録の新刊 

点字図書新刊 33タイトル 
 

文学 15 タイトル 

 
施無畏
せ む い

 柳宣宏歌集 

 柳宣宏（ヤナギ，ノブヒロ）著 １冊 
砂子屋書房（2009）■当たり前が当たり前であることのやすらぎ、そして、時にかなしみを

詠う歌集。第６０回芸術選奨文部科学大臣賞（文学部門）受賞。 

 

 トロムソコラージュ 

 谷川俊太郎（タニカワ，シュンタロウ）著 １冊 
新潮社（2009）■オーロラが現れるノルウェーのトロムソで綴った表題作のほか、臨死体験

をルポ風に描いた作品など全７編を収録した長編詩集。第１回鮎川信夫賞詩集部門受賞。 

 

 電脳コイル 12 

 磯光雄（イソ ミツオ）原作 

宮村優子（ミヤムラ，ユウコ）ノベライズ ３冊 
徳間書店（2010）■大黒市では“メガネ”グッズ店がつぎつぎと襲撃され、不思議な電脳力

を持つ京子が“メガネ”の小学生たちに狙われていた。すべての事件の背後にイサコの存在を

確信するヤサコは、ついにイサコとの最終戦争を決意する！ 

 

 
戦艦大和

やまと

地中海決戦録 戦艦大和欧 州
おうしゅう

激闘録
げきとうろく

２ 

 内田弘樹（ウチダ，ヒロキ）著 ５冊 
銀河出版（2007）■1950年欧州。世界は再び戦火を欲していた。南北に分断されたイタリ

アをめぐる情勢が世界各国に混乱を呼ぶ。それは大日本帝国と、同盟国であるアメリカも例外

ではなかった。最新技術で改装された戦艦大和に勝機はあるのか？ 
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半島有事１ 潜 入

せんにゅう

コマンド蜂起
ほうき

 

 大石英司（オオイシ，エイジ）著 ４冊 
中央公論新社（2010）■それは突然の攻撃だった。ソウルに血の雨が降り、半島は沈黙する。

〝ブラック・アウト・コリア〟――悪夢はまだ、始まったばかりだ。 

 

 
悪女
あくじょ

の条件 

 梶山季之（カジヤマ，トシユキ）著 ４冊 
光文社（1975）■演劇ジャーナリストの篝英吉（かがりえいきち）は、映画界で新人発掘の

ベテランとして知られている。大学の合同演劇祭で脚光を浴びた大徳寺艶子（だいとくじつや

こ）と桂千代子に目をつけた篝は、二人に映画スターにならないかと持ちかけた。千代子は即

座に応じたが、意外なことに艶子は芸者になりたいと言い出す。二人は映画界と花柳界で若い

肉体を張って伸し上がっていくのだが…。 

 

 
囮
おとり

 

 梶山季之（カジヤマ，トシユキ）著 ４冊 
光文社（1974）■奇々怪々な株価のカラクリに単身挑戦する調査マンを中心に、証券界の裏

面を活写する痛快小説！ 

 

 大統領の殺し屋 

 梶山季之（カジヤマ，トシユキ）著 ３冊 
光文社（1974）■経済記者である“私”は、Ｚ国へ、その驚異的経済発展の秘密を探りにや

って来た。おりしもＺ国では政財界の大物を巻き込んだ大疑獄事件が発覚！事件を追う“私”

の親友Ｏ・モーリ記者は、謎のメモを残し、何者かに殺害された。犯人は大統領直属で名うて

の殺し屋らしいが確証はない。“私”は真相追求に乗り出した。社会派問題作。 

 

 庭師（ブラック・ガーデナー） 

 高瀬美恵（タカセ，ミエ）著 ４冊 
祥伝社（2002）■異臭騒ぎ、ペット惨殺と怪事件が頻発し、それらがリアルタイムでＨＰに

暴かれる。人間を花に喩え剪定する「庭師」が、住人同士の疑心と狂気をあおる未曽有（みぞ

う）のパニック・ホラー！ 

 

 
覇権
はけん

大戦
たいせん

１９４５ バイカル奇襲
きしゅう

作戦 

 高貫布士（タカヌキ，ノブヒト）著 ４冊 
学研（2007）■シベリア第一方面軍の司令官、山下奉文（ともふみ）大将は、イルクーツク

攻略にあたり、参謀長を派遣してマッカーサーに作戦を説明させた。その結果、極東空軍が出

撃。スターリンは、全部隊をバイカル湖南部へ集結させる－。 
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ものぐさ右近酔夢

すいむ

剣
けん

 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 ４冊 
光文社（2002）■「その不知火笙馬（しらぬいしょうま）なる浪人者も、江戸の夜の底に棲

む化物の一匹なのだろう…」秋草右近の前に、ついに出現した最大の凶敵！  

 

 
ものぐさ右近義

ぎ

心
しん

剣
けん

 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 ４冊 
光文社（2005）■弱きを助け、強きをくじく、素浪人・秋草右近。鬼貫流（きかんりゅう）

抜刀術の達人でありながら、人を斬ることを嫌悪し、刃のない鉄刀を持つ右近に、脇差を抜か

せるほどの強敵が襲いかかる。書き下ろしを加えた、好評人情剣戟！ 

 

 遠い日の戦争 

 吉村昭（ヨシムラ，アキラ）著 ４冊 
新潮社（1984）■パラシュート降下したＢ29 搭乗米兵を処刑した一中尉が逃亡し、捕らえ

られるまでの暗く長い戦後、その軌跡。 

 

 
女 偏
おんなへん

地獄 

 吉永みち子（ヨシナガ，ミチコ）著 ３冊 
集英社（2004）■媚、嫉、奸、妄…「女」が部首につく漢字はいろいろあるが、なぜかマイ

ナスイメージばかり目につく。男が女に対して抱いている偏見のせいなのか。でも、実際の女

たちは、男の期待を裏切って、しなやかで逞しく、潔く、そしてしぶとく生きている。社会で

家庭で、身近に遭遇する出来事を通して、男と女の本質に迫る。 

 

 Big Fish（２級英語） 

 ダニエル・ウォレス著 3 冊 
Simon＆Schuster（2004）■虚とも実話ともとれる「お話」をし続けてきた父が、いま死

の淵にいる。寂しがりやの巨人や大ナマズ、抜け出せなくなる奇妙な町…。それは家に帰って

こない父と孤独な息子をつなぐ大切なものだった。 

ティム・バートン監督＆ユアン・マクレガー主演映画「ビッグ・フィッシュ」の原作。 

 

 
哲学・宗教・人生訓 １タイトル 

 アダム・スミス 

『道徳感情論』と『国富論』の世界 

 堂目卓生（ドウメ，タクオ）著 ４冊 
中央公論新社（2008）■アダム・スミスの「道徳感情論」を通して「国富論」を読み直し、

社会の秩序と繁栄に関する思想体系として再構築する。第30回サントリー学芸賞＜政治・経

済部門＞受賞。 
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歴史・伝記 １タイトル 

 
逆説の日本史6 中 世

ちゅうせい

神風
かみかぜ

編 

 井沢元彦（イザワ，モトヒコ）著 ７冊 
小学館（2002）■「神国」ニッポンは元冦勝利の“奇蹟”により何を失ったのか？！鎌倉幕

府滅亡の背景を掘り起こしながら、責任の所在が曖昧で、危機管理能力が欠落しているという

現代日本の病巣の淵源を明らかにする。 

 

 
社会・政治・経済 ５タイトル 

 犯罪被害者の方々へ 

 検察庁（ケンサツチョウ）［編］ １冊 
検察庁（2010）■被害者支援のための一般的制度や、捜査や公判段階での被害者支援など、

犯罪被害者に対して検察庁で行っている保護と支援について解説する。 

 

 秘書検定クイックマスター２級 

ｋｅｙ
キ ー

フレーズとイラストで覚える 改訂版 

 実務技能検定協会（ジツム ギノウ ケンテイ キョウカイ）編 ５冊 
早稲田教育出版（2007）■秘書検定２級の公式参考書。秘書として、ひいては社会人として

必要とされる資質や職務・一般知識などについて解説。過去に出題された問題なども掲載。 

 

 バリアフリームーブメント 

過去から学べ、新たな壁に向かって―「障壁を取り除いた取り組みの軌

跡を追う」 

 共用品推進機構（キョウヨウヒン スイシン キコウ）編 ３冊 
小学館（2011）■本書発行の意味は副題でも明らかにされているとおりである。日常生活用

品の製作にあたって、関係業者に健常者・高齢者・障害者の誰もが使える共用品を提案するよ

う訴えてきた共用品推進機構が、週刊誌２誌に月１回連載してきた「さりげなインテリジェン

ス、知識の泉」と「バリアフリームーブメント」を、今回点字・録音用にまとめ編集したもの。

今日の到達点と未来への可能性を提案している。 

 

 

 

 

 

 教職員のための障害学生修学支援ガイド 

 日本学生支援機構（ニホン ガクセイ シエン キコウ）編 ４冊 
日本学生支援機構学生生活部特別支援課（2009）■大学等における障害学生支援の基本的な

考え方、障害種別に学校生活の各場面で必要な支援の情報、学内支援体制や補助金などの情報

を掲載。 
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 女湯に浮かんでみれば。 

湯気の向こうに裸が見える。裸の向こうにこの世が見える。 

 堀ミチヨ（ホリ，ミチヨ）著 ３冊 
新宿書房（2009）■東京、女、風呂ナシ。だからこそ見えてくる、銭湯・女湯の世界。いま、

こんなに濃密な空間がほかにあるだろうか？「元気に生きていく」コツがわかる、女湯散歩紀

行。 

 

 
健康・医学 ２タイトル 

 視覚障害者が語る生活習慣病対策 上 

 桜雲会（オウウンカイ）［編］ １冊 

 視覚障害者が語る生活習慣病対策 下 

 桜雲会（オウウンカイ）［編］ １冊 
［桜雲会点字出版部点字書き下ろし］（2011）■上巻では、「第１章：生活習慣病の基礎知識」、

「第２章：栄養と食事」など、視覚障害者が語る生活習慣病対策について収録。下巻では、「第

３章：運動による対策」など、視覚障害者が語る生活習慣病対策について収録。 

 

 
技術 １タイトル 

 黄河断流 中国巨大河川をめぐる水と環境問題 

 福嶌義宏（フクシマ，ヨシヒロ）著 ３冊 
昭和堂（2008）■ある年、中国第２の流量と流域面積を誇る黄河の水が消えた。歴史と自然、

政策を検証し、中国を襲う環境問題に迫る。第62回毎日出版文化賞受賞。 

 

 
産業 ３タイトル 

 ＮＨＫテレビ放送番組時刻表（総合・教育） 

平成２３年４月 

 日本放送協会（ニッポン ホウソウ キョウカイ）［編］ １冊 
日本放送協会（2011）■ＮＨＫ総合テレビ、教育テレビの番組名や内容を時刻にそって収録。 

 

 ＮＨＫテレビ放送番組時刻表（BS） 

平成２３年４月 

 日本放送協会（ニッポン ホウソウ キョウカイ）［編］1冊 
日本放送協会（2011）■ＮＨＫＢＳ１・ＢＳプレミアムの番組名や内容を時刻にそって収録。 

 

 ＮＨＫラジオ放送番組時刻表 平成２３年４月 

 日本放送協会（ニッポン ホウソウ キョウカイ）［編］1冊 
日本放送協会（2011）■ＮＨＫラジオ第１・第２、ＦＭの番組名や内容を時刻にそって収録。 
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芸術・スポーツ ３タイトル 

 ピアニストになりたい！ 19世紀もうひとつの音楽史 

 岡田暁生（オカダ，アケオ）著 ４冊 
春秋社（2008）■ロマン主義時代の背後にあった、驚くべき精神性とは。ピアノ教育の起源

とその過程での「芸術」の変質を描く。第５９回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。 

 

 ジェローム・ロビンスが死んだ ミュージカルと赤狩り 

 津野海太郎（ツノ，カイタロウ）著 ５冊 
平凡社（2008）■『ウエスト・サイド物語』の振付家ジェローム・ロビンス。その栄光の生

涯に潜む影を「赤狩り」等をキーワードに描く。第59回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。 

 

 つるこうでおま！ 

三十四年ぶりの『かやくごはん』 

 笑福亭鶴光（ショウフクテイ，ツルコウ）著 ４冊 
白夜書房（2008）■落語ブームの渦中を快走する鶴光が、還暦を迎えて送り出す、昭和 49

年の「かやくごはん」以来の自伝。母と過ごした日々、そして師匠の思い出を記すと共に、自

身の生き様の全てを明らかにする。 

 

 
点字児童図書 ２タイトル 

 ジャータカのえほん １ 

おしゃかさまが生まれるまえのおはなし 

 豊原大成（トヨハラ，ダイジョウ）編 １冊 

 ジャータカのえほん ３ 

おしゃかさまが生まれるまえのおはなし 

 豊原大成（トヨハラ，ダイジョウ）編 １冊 
自照社出版（1997／1998）■ジャータカは本生譚(ほんしょうたん）と訳され、釈尊（しゃ

くそん）や仏弟子（ぶつでし）たちの前生の物語のことをいいます。わが国では、平安時代の

文学のなかで翻案され、とくに有名なのは法隆寺の玉虫厨子の台座に描かれた捨身飼虎（しゃ

しんしこ）の本生物語があります。仏さまの慈愛に満ちた教えを、できるかぎりわかりやすく

楽しめる読みものにしてみました。 
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４月～５月サピエ図書館の新刊点字図書 

点字図書 10タイトル 
 アレの名前大百科 

 みうらじゅん（ミウラ，ジュン）監修 ２冊 

 滋賀視障セ製作 
ＰＨＰ研究所（2010）■食パンの袋をとめている凱旋門みたいなアレ、視力検査に出てくる

Ｃ型のアレ、ひじ先をぶつけたときにビリビリするアレ…。ふだん目にしている「アレ」の名

前をクイズで出題し、由来を解説する。 

 

 
励
はげ

ま詩
し

！ 

もう頑張れないと思っているあなたへの３０の言葉の力 もうだめだ、

もうあきらめよう、もうやめてしまおうと思っているあなたへの僕から

の人生の応援歌！ 

 野崎美夫（ノザキ，ヨシオ）著 ２冊 

 上田点図製作 
マガジンハウス（2010）■貧乏、失敗、後悔…。そのたびに自分自身を励まし、銀座に４つ

の会社を持つようになったコピーライターが、自らと同じ悩みや不安を抱く読者に送る「励ま

詩！」。ビジネスと人生を好転させるヒントが満載。 

 

 
台湾
たいわん

人生 

 酒井充子（サカイ，アツコ）著 ３冊 

 三重視障セ製作 
文芸春秋（2010）■日本統治時代に生まれ育った台湾の人びとに聞いた、歴史に翻弄された

人生…。通訳を介さず、すべて日本語によるインタビューの中で語る彼らの言葉を紹介。ドキ

ュメンタリー映画「台湾人生」の監督によるノンフィクション。 

 

 
磯野
いその

家の相続 波平
なみへい

の遺産は、どうなる！？ 

 長谷川裕雅（ハセガワ，ヒロマサ）著 ４冊 

 滋賀視障セ製作 
すばる舎（2010）■どんなに幸せな家族でも必ずモメる！ 相続の基本知識から遺産分割の

方法まで、あの磯野家で、わかりやすくシミュレーション解説。家族を守る「遺言書」の書き

方＆決まり事も紹介する。 

 

 霞が関埋蔵金 

 菅正治（スガ，マサハル）著 ３冊 

 神奈川ラ製作 
新潮社（2009）■国の特別会計に眠る金＝霞が関埋蔵金の全貌について、経験豊富な経済記

者が「お役所用語」と「省益」に彩られた膨大なデータの裏側を解説。どれだけの資産が眠り、

どれだけのお金が使えるのか、独自の試算を提示する。 
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 依存症がとまらない 

 衿野未矢（エリノ，ミヤ）著 ３冊 

 日盲連点図製作 
講談社（2006）■離婚後快感にめざめ、セックス依存症になった女性。自信を持つために２

年間で８回の整形をした女性。日常から離れたくてアルバイト先で別の女を演じる女性…。誰

もが心に抱えている依存は、どのような時に依存症という「病」に変わるのか？丹念なルポか

らあぶりだす現代人の心の病理。 

 

 時計遺伝子の正体 ＮＨＫサイエンスＺＥＲＯ 

 ＮＨＫ「サイエンスＺＥＲＯ」取材班 

上田泰己（ウエダ，ヒロキ）編著 ２冊 

 名古屋ラ盲製作 
NHK 出版（2011）■時計遺伝子の知られざる正体から、体内時計のリズムを刻むしくみ、

医療とのかかわりまでを紹介。ＮＨＫのテレビ番組「サイエンスＺＥＲＯ・時計遺伝子の正体 

生命リズムの謎に迫る」を再構成したもの。 

 

 原発と日本の未来 原子力は温暖化対策の切り札か 

 吉岡斉（ヨシオカ，ヒトシ）著 ２冊 

 高知点図製作 
岩波書店（2011）■温暖化対策のため、ＣＯ２削減の切り札として、一躍クリーンにイメー

ジチェンジを遂げた原子力発電。再処理、最終処分、地震災害など、国内に多くの課題を抱え

る一方、海外への国策的輸出がめざされている。その政策を問う。 

 

 アイドルと病 

 前田忠明（マエダ，タダアキ）著 ３冊 

 日ラ情文製作 
メディアファクトリー（2010）■夏目雅子、堀江しのぶ、岡田有希子…。絶頂期に死と直面

した女性たちは、運命をいかに受け止め、どう生きたのか？ 自らも生死の境をさまよった熟

練芸能レポーターが、渾身の力を込めて、彼女たちの最期の日々を描く。 

 
 アンチエイジング 
 新堂冬樹（シンドウ，フユキ）著 ４冊 
 秋田点図製作 
ポプラ社（2009）■夫は「永遠の若さ」を欲し、妻は「永遠の愛」を求め、手段を選ばず「老

い」に抗おうとした。幼子のことも省みず。やがて隠し切れなくなった嘘が互いを覆い尽くし、

ふたりの絆は崩壊してゆく…。滑稽で純粋な夫婦の情欲の物語。 
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録音図書新刊 63タイトル      □D：デイジー図書の収録時間数 
 

文学 25 タイトル 

 米川正夫 

鈍
どん

・根
こん

・才
さい

 米川正夫自伝 人間の記録 49 

 米川正夫（ヨネカワ，マサオ）著 □D 10:03 
日本図書センター（1997）■「ドストエフスキー全集」など、ロシア文学の主要作品のほと

んどを超人的に翻訳し、日本文学に大きな影響を与えた著者が、その人生をふりかえる。 

 
 カルテット １ 渋谷デッドエンド 
 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □D 4:17 
 カルテット ２ イケニエのマチ 
 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □D 7:08 
角川書店（2010）■家族を何者かに惨殺され、怒りに突き動かされるタケル。中国残留孤児

三世で鬱屈を抱えるホウ。出自から目的まですべてが謎に包まれたカスミ。そして警視庁の異

端者クチナワから三人に指令が下る！ 

 
 

姥捨
うばすて

ノ郷
さと

 居眠り磐音江戸双紙35 
 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:06 
双葉社（2011）■（時代・歴史小説）連日厳しい残暑に江戸が見舞われる頃、坂崎磐音、お

こんらは尾張名古屋城下の長屋で落ち着いた日々を送っていた。折しも、磐音との稽古を望む

武芸者が藩道場に現れる。どうやら田沼の刺客らしいのだが……。春風駘蕩（しゅんぷうたい

とう）の如き磐音が許せぬ悪を討つ、著者渾身の書き下ろし痛快長編時代小説第三十五弾！ 

 

 
布石
ふせき

 吉原裏同心13 
 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:31 
 

決 着
けっちゃく

 吉原裏同心14 
 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:21 
光文社（2010）■（時代・歴史小説）江戸の経済を牛耳る札差筆頭行司の座を巡り、半右衛

門と暗闘を繰り広げる武七の背後には田沼一派の影。襲いくる敵、そして、幹次郎たちの前に

恐るべき陰謀が―。 

 
 

交易
こうえき

 交代寄合伊那衆異聞 13 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:55 
講談社（2010）■（時代・歴史小説）わずかに16名といえど、心意気ではどこにも負けぬ

―座光寺藤之介率いる帆船ヘダ号の陸戦隊員は、初めての外洋訓練で世界最強の大英帝国艦隊

と対峙した。若き日の龍馬と出会い、唐人商人の積み荷を載せ、香港・上海行きを実現させた

藤之介と玲奈。進むべき道を見いだすことはできるのか……!?  

 

45 

46 

47 
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新 春 歌 会
しんしゅんうたかい

 酔いどれ小籐次留書
ことうじとめがき

15 
 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:13 
幻冬舎（2011）■（時代・歴史小説）想い人・おりょうの芽柳一派旗揚げ新春歌会を控えた

師走。慌ただしい日々を送る小籐次は、永代橋から落下した職人を救う。だが、男は謎の花御

札を託して落命。そこには「大黒町」という江戸にはない地名が記されていた。花御札は何を

意味しているのか。 

 
 

飛
ひ

水
すい

 HISUI 

 高樹のぶ子（タカギ，ノブコ）著 □D 5:16 
講談社（2010）■一緒に暮らそう、一生に1度の気持ちでそう誓い合った翌日、惨劇が襲っ

た。日本中を悲しみで震撼させたバス転落事故に巻き込まれた男と女。……なにがなんでも、

あの人に会いたい。強い気持ちで待ちつづけた時、信じられないような奇跡がおこる。切ない

気持ちの輝き、強い願いの果て、空と山がまじわる場所での感動の再会。 

 
 トッカン 特別国税徴収官 
 高殿円（タカドノ，マドカ）著 □D 13:26 
早川書房（2010）■カフェの二重帳簿疑惑や銀座クラブの罠に、特別国税徴収官（トッカン）

付きの新米徴収官・ぐー子が体当たりで挑む！爆笑・感涙の税務署エンターテインメント。 

 
 新東亜大戦 昭和２０年日米開戦 

 高貫布士（タカヌキ，ノブヒト）著 □D 7:44 
学研（2008）■日米開戦、回避ならず！開戦劈頭、米国はフィリピンに展開する第20航空

軍のＢ29 全機で、台湾を急襲。対する日本軍は、疾風（はやて）、鐘馗（しょうき）、雷電、

紫電改、そしてエンテ型の最新鋭機・震電で迎え撃つ！ 

 
 地のはてから 上 
 乃南アサ（ノナミ，アサ）著 □D 9:41 
 地のはてから 下 
 乃南アサ（ノナミ，アサ）著 □D 9:51 
講談社（2010）■物心ついたとき、少女はここで暮らしていた。アイヌ語で「地のはて」を

意味するというこの土地で－。北海道知床で生きた女性の生涯を丹念に描き、深い感動を呼び

起こす書き下ろし長編小説。 

 

 元気で長生き 心・からだのエッセイ 

 倉本牧雄（クラモト，マキオ）著 □D 4:33 
文芸社（2010）■認知症の母は家内に、「あんたは、やさしいのう」と言って101歳で亡く

なった。この言葉に「介護の卒業証書」をいただいた感じになった。在宅介護は、介護するほ

うも、されるほうもどんどん生活条件が悪くなるばかりで良くなることはない。妻と続けた母

親の在宅介護の記録。 

 

51 
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夜想曲
やそうきょく

集 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 

 カズオ・イシグロ著／土屋政雄（ツチヤ，マサオ）訳 □D 8:00 
早川書房（2009）■ベネチア、ロンドン、モールバン、ハリウッド、イタリア。男女間の危

機を、切なくロマンティックな調べで奏でる５つの連作短編集。 

 

 泥棒が１ダース 

 ドナルド・Ｅ．ウェストレイク著／木村二郎（キムラ，ジロウ）訳 

□D 8:05 
早川書房（2009）■天才的大泥棒である男は、どういうわけかその計画が予定通りに運ぶこ

とはまずない。世界一不幸な中年泥棒の奮闘を描いた、全11編の短編集。 

 

 
一握
いちあく

の塵
ちり

 

 イーヴリン・ウォー著／奥山康治（オクヤマ，ヤスハル）監訳 □D 12:32 
彩流社（1996）■社交界のスノビズムを嫌悪し、片田舎の城館に若くして隠棲するトニィ。

平穏な日々をおくる彼はしかし、美しい妻の心が次第に自分から離れて行くのを知らなかっ

た。息子の死をきっかけに知る妻の情事、館を去る彼女、離婚の手続きのために今度は彼が演

じる浮気の芝居―イーヴリン・ウォーの最高傑作。 

 

 オラクル・ナイト 

 ポール・オースター［著］柴田元幸（シバタ，モトユキ）訳 □D 10:47 
新潮社（2010）■病み上がりの作家シドニーは、リハビリのためにブルックリンを歩く。不

思議な文房具店を見つけ、そこで買ったノートに新しい物語を書き出すと…。ニューヨークの

闇の中で輝くものを描き出す、上等な室内楽のような愛の物語。 

 

 
パイレーツ 掠 奪

りゃくだつ

海域
かいいき

 

 マイクル・クライトン著／酒井昭伸（サカイ，アキノブ）訳 □D 13:09 
早川書房（2009）■海賊が跋扈（ばっこ）する１７世紀半ばのカリブ海。スペインの財宝船

を奪うべく、百戦錬磨の英国私掠船船長が繰り広げる激闘を描く冒険小説。 

 

 トライ・ザ・ガール 

 レイモンド・チャンドラー著／木村二郎（キムラ，ジロウ）他訳 

□D 16:48 
早川書房（2007）■「ロング・グッド・バイ」で知られる著者の中短編集。『さらば愛しき

女よ』の原型となった表題作をはじめ、「シラノの拳銃」など全７編を収録。 

 

 川は静かに流れ 

 ジョン・ハート著／東野さやか（ヒガシノ，サヤカ）訳 □D 16:08 
早川書房（2009）■殺人の濡れ衣を着せられ、故郷を追われた男。数年ぶりに故郷に戻った

彼を待ち受けていたのは、新たなる殺人事件だった。アメリカ探偵作家クラブ賞受賞。 
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 人生最高の１０のできごと 

 アディーナ・ハルパーン著／田辺千幸（タナベ，チユキ）訳 □D 9:20 
早川書房（2009）■29 歳で急死し、天国にきた女性。ここに住むためには、「人生最高の

10のできごと」という作文を書き、テストに合格しなければならないことを告げられる。 

 

 
スペイン要塞

ようさい

を撃滅
げきめつ

せよ 

海の男／ホーンブロワー・シリーズ２ 

 セシル・スコット・フォレスター著 

高橋泰邦（タカハシ，ヤスクニ）訳 □D 13:08 
早川書房（2011）■ハイチ島のスペイン要塞を攻略すべく出撃した英国海軍フリゲート艦。

行手をはばむ敵軍に立ち向かうホーンブロワーの活躍は？シリーズ第２作。 

 

 おこりんぼの魔女がまたやってきた！ ハリネズミの本箱 

 ハンナ・クラーン著／工藤桃子（クドウ，モモコ）訳 □D 3:25 
早川書房（2006）■いじわるな魔法をやめて退屈していた魔女だが、ふと開いた魔法の本に

新たないたずらのタネを見つける。魔女と動物たちの駆け引きをユーモラスに描く。 

 

 
素数
そすう

たちの孤独 

 パオロ・ジョルダーノ著／飯田亮介（イイダ，リョウスケ）訳 □D 9:47 
早川書房（2009）■心に深い傷を負った天才少年と、足が不自由な少女。孤独に生きる２人

は運命的に出会うが…。若き物理学者が描く恋愛小説。ストレーガ賞ほか受賞。 

 

 
哲学・宗教・人生訓 ３タイトル 

 
知っておきたい名僧

めいそう

のことば事典 

 中尾尭（ナカオ，タカシ），今井雅晴（イマイ，マサハル）編 □D 12:13 
吉川弘文館（2010）■日本史上に大きな足跡を残した名僧３４名の珠玉のことばを集成。心

にしみる言葉の理解のために、名僧の生涯や時代背景を辿り、現代語訳と平易な解説を付す。

さらに詳しく知るための手引きとなる、出典と参考文献も掲載する。 

 

 感じる・調べる・もっと近づく仏像の本 

 仏像ガール（ブツゾウ ガール）著／西山厚（ニシヤマ，アツシ）監修 

□D 2:28 
山と渓谷社（2008）■難しい言葉や知識は抜きにして、まず仏像のお姿をじっくり感じてみ

ましょう。次に、そのかたちに込められた意味を調べてみましょう。写真やイラストを使って、

感じて楽しむ仏像の世界を案内します。 
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明日
あ す

をみつめて 池田大作の最新エッセー集 

 池田大作（イケダ，ダイサク）著 □D 2:25 
ジャパンタイムズ（2008）■自分中心の生き方から、他者に貢献する生き方への転換。これ

こそが「人間改革」だ－。海外で大反響を呼んだ『ジャパンタイムズ』連載を加筆編集し書籍

化。右から開くと日本語版、左から開くと英語版の仕様。 

 

 
歴史・伝記 ６タイトル 

 １４９２ 西欧文明の世界支配 

 ジャック・アタリ著／斎藤広信（サイトウ，ヒロノブ）訳 □D 18:57 
筑摩書房（2009）■1492年にコロンブスが間違って「インド」を発見して以降、それまで

栄えていた中国・イスラム世界・アフリカ・アメリカ大陸の独自の文明は、すべてが抹殺され

ることになった。これを境に世界は、西洋近代化への道を突き進んでいく。その後、近代知識

人の誕生、市民階級の形成、ナショナリズムの芽生えの歴史を追い、21 世紀以後の来るべき

未来について提言する。世界事情に精通し近未来を大胆に予測する著者の根差す歴史が、ここ

にある。 

 

 逆説の日本史17 江戸成熟編 

 井沢元彦（イザワ，モトヒコ）著 □D 14:16 
小学館（2011）■大和民族以外の民族は、どういう歴史を持ち、どのような経緯で日本人と

なったのか。アイヌからの簒奪（さんだつ）、対米愚劣外交、倒幕思想のルーツなど、幕末前

夜の「闇の歴史」を暴く。 

 

 なぜ、江戸の庶民は時間に正確だったのか？ 

時代考証でみる江戸モノ６５の謎 

 山田順子（ヤマダ，ジュンコ）著 □D 6:13 
実業之日本社（2008）■時代劇で観るような風景が、果たして本当の江戸なのか？「たった

１人の将軍様のお食事に 200 人」などの面白雑学から「ねずみ小僧は盗んだ千両箱を担げた

か」といった時代劇の検証まで、時代考証家がやさしく解き明かす。 

 

 浅沼稲次郎 私の履歴書ほか 人間の記録 72 

 浅沼稲次郎（アサヌマ，イネジロウ）著 □D 7:06 
日本図書センター（1998）■大衆政治家として多くの人々から愛された社会運動家、政治家

である著者。彼の半生記や演説、知人達の手による伝記などをまとめる。 

 

 
寺田寅彦
てらだとらひこ

バイオリンを弾く物理学者 

 末延芳晴（スエノブ，ヨシハル）著 □D 15:53 
平凡社（2009）■地球物理学者としての独創的な業績によって名を轟かせ、漱石門下、その

文才を謳われた巨星・寺田寅彦。今も我々を魅了してやまない、このマルチな創造的精神の核

心の秘密に、「音」「音楽」という視角から迫る。 
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名将宮崎

みやざき

繁
しげ

三郎
さぶろう

 不敗、最前線指揮官の生涯 新版 

 豊田穣（トヨダ，ジョウ）著 □D 17:05 
光人社（2000）■名将の資質とは？功名を排し、己の本分に徹して人心掌握につとめた名指

揮官の哲学。日本陸軍きっての戦略・戦術家の生きざまを綴った陸軍人物伝。94年刊の新版。 

 

 
社会・政治・経済 ６タイトル 

 
心の一灯

いっとう

 回想の大平
おおひら

正芳
まさよし

その人と外交 

 森田一（モリタ，ハジメ）著／服部竜二（ハットリ，リュウジ）／昇亜

美子（ノボリ，アミコ）／中島琢磨（ナカシマ，タクマ）編 

□D 11:26 
第一法規（2010）■民意に忠実であろうとして、核密約の公表をめぐって苦悩した政治家が

いた－。大平正芳の秘書官を務めた著者が、出会いから大平の他界までを綴るほか、大平の外

交面、日米密約などについても語る。 

 

 バリアフリームーブメント 過去から学べ、新たな壁に向かって―「障

壁を取り除いた取り組みの軌跡を追う」 

 共用品推進機構（キョウヨウヒン スイシン キコウ）編 □D 6:34 
共用品推進機構（2010）■本書発行の意味は副題でも明らかにされているとおりである。日

常生活用品の製作にあたって、関係業者に健常者・高齢者・障害者の誰もが使える共用品を提

案するよう訴えてきた共用品推進機構が、週刊誌２誌に月１回連載してきた「さりげなインテ

リジェンス、知識の泉」と「バリアフリームーブメント」を、今回点字・録音用にまとめ編集

したもの。今日の到達点と未来への可能性を提案している。 

 

 雨のち曇り、そして晴れ 障害を生きる１３の物語 

 ＮＨＫ厚生文化事業団（エヌエイチケイ コウセイ ブンカ ジギョウ

ダン）編 □D 7:32 
日本放送出版協会（2010）■ＮＨＫ障害福祉賞にこれまでに寄せられた体験記録の中から１

３編を収録。 

 

 治りませんように べてるの家のいま 

 斉藤道雄（サイトウ，ミチオ）［著］ □D 7:57 
みすず書房（2010）■精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河の地に

営む共同住居と作業所「べてるの家」。この仲間のなかに身をおいた著者による、数かぎりな

く重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。 

 

 地震は貧困に襲いかかる 「阪神・淡路大震災」死者 6437 人の叫び 

 いのうえせつこ（イノウエ，セツコ）著 □D 6:45 
花伝社（2008）■震災の被害は平等には訪れない。格差が一層深まっている今日、もし大都

市を大地震が襲ったら？「阪神・淡路大震災の死者」がなぜ生まれたのかを検証することで、

社会の格差や貧困が、震災とどうつながっているのかを探る。 
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 重症児の授業づくり 

 三木裕和（ミキ，ヒロカズ）／原田文孝（ハラダ，フミタカ）著 □D 7:59 
クリエイツかもがわ（2009）■重症児の心はどのような働きかけで動くのか。明日からの授

業に役立つ「自分・交流」「からだ」「ことば」「せいかつ」「医療的ケア」の実践を紹介。「医

療的ケアの学力論」の考え方、実践のあり方を提起する。 

 

 
自然科学 １タイトル 

 さくら百科 

 永田洋（ナガタ，ヒロシ）／浅田信行（アサダ，ノブユキ）／石川晶生

（イシカワ，アキオ）／中村輝子（ナカムラ，テルコ）編 □D 23:51 
丸善（2010）■桜の開花予想やソメイヨシノの出自といった桜にまつわる科学的な知識から、

桜と地域おこし、信仰や詩歌など文化の中の桜、桜の楽しみ方までを写真・図を交えて解説。

また、108品種の桜を開花時期の順に紹介する。 

 

 
健康・医学 ９タイトル 

 
藤本蓮風経穴

けいけつ

解説 

 藤本蓮風（フジモト，レンプウ）著 □D 17:12 
メディカルユーコン（2007）■北辰会方式の鍼灸で常用するツボ一穴一穴について、穴処・

主治・応用・刺鍼を中心に解説を行い、絵図を随所に織り交ぜて示す。口述と実技で行った経

穴学の講義録を基に編集・整理したもの。 

 

 全身性エリテマトーデス正しい治療がわかる本 

 松井征男（マツイ，ユキオ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 

□D 5:46 
法研（2007）■誰でも持っている免疫の働きと密接に関わっている病気、全身性エリテマト

ーデス。基本となる正しい治療や検査の手順、再発予防と生活するうえでの注意点、病気に対

する正しい知識を解説する。治療のポイントＱ＆Ａも収録。 

 

 
潰瘍
かいよう

性大腸炎正しい治療がわかる本 

 中島淳（ナカジマ，アツシ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 

□D 4:41 
法研（2007）■大腸の粘膜で原因不明の炎症がおこる潰瘍性大腸炎は、発症する年齢の中心

が２０歳代と若く、再燃する可能性が高い。日常生活に影響を与えないよう、病気をコントロ

ールするための知識や情報を紹介する。 
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脳
のう

梗塞
こうそく

正しい治療がわかる本 

 亀井徹正（カメイ，テツマサ）著 

福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 □D 7:40 
法研（2008）■脳梗塞は発症後３時間以内なら、広範囲の脳を救える可能性があり、48 時

間以内であれば、適切な治療で後遺症をより軽くできる。救急時の家族の対応から最新の治療

法、再発防止法などをくわしく紹介。 

 

 パーキンソン病正しい治療がわかる本 

 竹村学（タケムラ，マナブ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 

□D 5:55 
法研（2009）■パーキンソン病の最新の治療法をはじめ、薬の調整、食事の工夫、生活環境

の整備といったリハビリや支援の方法、病気と薬に対する正しい知識などを解説。治療のポイ

ントＱ＆Ａ、専門医のいるおもな施設リストも掲載。 

 

 視覚障害者が語る生活習慣病対策 上・下 

 桜雲会（オウウンカイ）［編］ □D 5:10 
［桜雲会点字出版部録音書き下ろし］（2010）■「第１章：生活習慣病の基礎知識」、「第２

章：栄養と食事」、「第３章：運動による対策」など、視覚障害者が語る生活習慣病対策につい

て収録。 

 

 厚生労働白書 平成 22 年版 厚生労働省改革元年 

 厚生労働省（コウセイ ロウドウショウ）編 □D 8:24 カセット６巻 
日経印刷（2010）■旧社会保険庁や薬害肝炎の問題を取り上げ、反省点を整理。これらの問

題への対応や内部改革への取組みなどを紹介する。 

 

 生島ヒロシの幸せを呼ぶ健康のヒケツ24（トゥエンティフォー） 

 生島ヒロシ（イクシマ，ヒロシ）著 □D 4:43 
ＴＢＳサービス（2010）■簡単で手軽にできて、お金もかからず場所も選ばない健康法を多

く紹介。頭痛、肩こり、腰痛、うつなど身近な症状について、医者や医療関係者への取材から

得た選りすぐりの情報が満載。 

 

 体温を上げると健康になる 

 斎藤真嗣（サイトウ，マサシ）著 □D 4:59 
サンマーク出版（2009）■体温が１度下がると、免疫力は 30％低下する！米国・ＥＵ・日

本で認定されたアンチエイジングの専門医が、体温を上げることで、ストレスに強く、病気に

なりにくい健康な体を維持する方法を教える。 
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技術 １タイトル 

 ミシュランガイド東京 2010 

ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＳ＆ＨＯＴＥＬＳ 日本語版 

 □D 17:52 
日本ミシュランタイヤ（2009）■素材の質、料理の技術とセンス、風味の調和と明快さ、献

立のバランスなどを考慮して選ばれた、東京のレストラン・ホテルを掲載。店の基本的なデー

タに加え、美味しさを表す星の数、店の快適度を併記。 

 

 
産業 ３タイトル 

 菜の花が咲いたよ 

 旭爪あかね（ヒノツメ，アカネ）著 □D 10:04 
本の泉社（2003）■農民と消費者の新しい時代をつくるヒューマンドキュメント。42 歳で

盲目になった、農民運動家北嶋誠を支えた菜の花応援隊の一年間の物語。人間愛あふれる美し

い作品。 

 

 犬はきらい？ わたしを変えたダメ犬サーシャの物語 

 エミリー・ヨッフェ著／佐藤桂（サトウ，ケイ）訳 □D 8:17 
早川書房（2007）■猫好きなのに犬を飼う羽目になった著者。一緒にいるうちに、生活はす

っかり犬中心に…。犬と、犬をめぐる人々のおかしな日常を描いたエッセイ。 

 

 ＮＨＫ放送番組時刻表 平成 23年度 

 日本放送協会（ニッポン ホウソウ キョウカイ）［編］ □D 5:21 
日本放送協会（2011）■ＮＨＫ総合テレビ、教育テレビ、ＢＳ１・ＢＳプレミアム、ラジオ

第１・第２、ＦＭの番組名や内容を時刻にそって収録。曜日単位の聞き飛ばしも可能。 

 

芸術・音楽・スポーツ ８タイトル 

 浜田庄司 窯にまかせて 人間の記録50 

 浜田庄司（ハマダ，ショウジ）著 □D 4:14 
日本図書センター（1997）■民主的工芸品の美しさを世界に広め、益子焼で知られる著者。

その生いたちから陶芸家を志した青春時代、創作活動、海外での文化交流までを綴った自伝。 

 

 感動をつくれますか？ 

 久石譲（ヒサイシ，ジョウ）［著］ □D 5:37 
角川書店（2006）■クリエイティブに生きたい人たちへ－。時代の風を読むために必要な「感

性の正体」を探る。日本映画音楽の第一人者が、はじめて書き下ろした実践的「ものづくり」

論。 
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 長嶺ヤス子 炎のように火のように 人間の記録60 

 長嶺ヤス子（ナガミネ，ヤスコ）著 □D 10:21 
日本図書センター（1997）■奔放な性と血にまみれた本場スペインでのフラメンコ修行。情

熱の国を舞台に激しく生きた舞踏家・長嶺ヤス子が、恋と踊りに命を賭けた女の半生を綴る。 

 

 
芸能ビジネスを創った男 渡辺

わたなべ

プロとその時代 

 野地秩嘉（ノジ，ツネヨシ）著 □D 8:00 
新潮社（2006）■ピーナッツやドリフターズなど、300 名以上のタレントとあまたのヒッ

ト曲を世に送り出した巨魁－渡辺晋。史上最大の「タレント王国」を築きながらも、志半ばで

病に倒れた「昭和芸能界の父」の激動の生涯と、その秘史に迫る。 

 

 五代尾上菊五郎 尾上菊五郎自伝 人間の記録42 

 尾上菊五郎（オノエ，キクゴロウ）著 □D 6:19 
日本図書センター（1997）■明治を代表する歌舞伎役者・尾上菊五郎。写実的な表現にすぐ

れ、世話物や粋な江戸ッ子・悪人役を得意とした、その歌舞伎に捧げた人生をふり返る。 

 

 吉右衛門のパレット 

 中村吉右衛門（ナカムラ，キチエモン）／阿川佐和子（アガワ，サワコ）

著／稲越功一（イナコシ，コウイチ）写真 □D 2:47 
新潮社（2000）■王道を往く役者・播磨屋と感性豊な観客・アガワの対談で案内する歌舞伎

の楽しさ、深さ、おもしろさ。稲越功一の舞台写真とともに、色とりどりの吉右衛門ワールド

を展開。 

 

 吉本新喜劇のすごい話 

 内場勝則（ウチバ，カツノリ）／今田耕司（イマダ，コウジ） 

ほんこん／板尾創路（イタオ，イツジ）ほか著 □D 3:41 
ヨシモトブックス（2009）■懐かしくて面白い楽屋話から、今現在のリアルな新喜劇の話ま

で。時代とともに変化と革新を繰り返してきた「吉本新喜劇」について、東西あわせて９人の

現役座長が語りつくします。 

 

 落語で江戸のうらおもて 

 京須偕充（キョウス，トモミツ）著 □D 5:42 
筑摩書房（2006）■古今亭志ん朝が亡くなって失われたもの。それはその芸だけでなく、江

戸の名残をうつす言葉。落語が決してフィクションではなく、日常の地続きであった時代の、

東京に一貫して流れる「心」を映す言葉だった。江戸の文化と気風がいよいよ消える時期に際

して、志ん朝のＣＤプロデューサーにして「江戸っ子四代目」の著者が、落語の名の「名文句」

を題材に、そこに宿る江戸っ子気質を解読する。 

 

 

 

100 

101 

102 

103 

104 

105 



メールにいがた第 90 号（2011 年 6 月号）別冊 

19 

録音児童図書 １タイトル 

 あさきゆめみし 5 

 大和和紀（ヤマト，ワキ）原作・絵/時海結以（トキウミ，ユイ）文 

□D 5:58 
講談社（2008）■この世の栄華をきわめた光源氏。あとは愛する紫の上とふたりで、しあわ

せな日々を送ろうとしていた。そんな源氏のもとへとどいた、ある姫君との縁談話。とうぜん

断ろうとした源氏だったが、亡き初恋の人の面影をもとめる源氏に、ふたたび魔の手が忍びよ

る。1000年を超えてなお輝きを失わない、光源氏の波乱万丈の物語、ついに最終章へ―！ 

 

一般CD ７タイトル 
 

社会 １タイトル 

 犯罪被害者の方々へ 

 検察庁（ケンサツチョウ）［編］ 1:59（CD２枚） 
検察庁（2010）■被害者支援のための一般的制度や、捜査や公判段階での被害者支援など、

犯罪被害者に対して検察庁で行っている保護と支援について解説する。 

 

 
音楽・落語・漫才 6タイトル 

 ＥＮＣＯＲＥ～アンコール～ 

 久石譲（ヒサイシ，ジョウ）［演奏］ 0:41 
［ビクターエンタテインメント］■初の完全ピアノソロアルバム。「Ｓｕｍｍｅｒ」「はつ恋」

「あの夏へ」「ＨＡＮＡ－ＢＩ」など１１曲を収録。音楽ＣＤ。 

 

 ピアノでジブリ PIANO DE GHIBLI 

 カール・オルジェ・ピアノ・アンサンブル［演奏］ 1:04 
［ビクターエンタテインメント］■こどもと一緒にピアノで歌おう！スタジオジブリの名曲た

ちをピアノアレンジで。全曲オリジナルキー。「崖の上のポニョ」「テルーの唄」「いつも何度

でも」「となりのトトロ」など全１７曲。楽曲はすべてインストゥルメンタル。音楽ＣＤ。 

 

 
志ん朝復活 色は匂へと散りぬるを「と」 おかめ団子・茶

ちゃ

金
きん

 

 古今亭志ん朝（ココンテイ，シンチョウ）［演］ 1:11 
［ソニー・レコーズ］■正直で貧しい若者は山井の老婆を不憫に思ううち、出来心で繁盛する

団子屋へ忍び込んだが・・・「おかめ団子」名鑑定家が首をかしげたばかりに、ありふれた茶

碗に思いがけない値打ちが「茶金」（1980年６月１６日）三百人劇場での口演を収録。 
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笠
かさ

碁
ご

 落語 TheVeryBest 極一席 1000 

 柳家花緑（ヤナギヤ，カロク）［演］ 0:31 
［ソニー・ミュージック・ダイレクト］■「笠碁」（2008 年４月１９日有楽町朝日ホール）

を収録したライヴ盤。待ったなしと決めて打った碁でつい待ったをしてしまい、年甲斐もなく

大喧嘩をしてしまったふたりのご隠居。無二の友と顔をあわせにくくなったが、三日も続くと

…。 

 

 時そば 落語 TheVeryBest 極一席 1000 

 柳家小三治（ヤナギヤ，コサンジ）［演］ 0:29 
［ソニー・ミュージック・ダイレクト］■「時そば」（1994 年１月３１日鈴本演芸場）を収

録したライヴ盤。深夜、通りすがりのそば屋を呼びとめた男が主人と世間話をしながら十六文

の代金を上手にごまかすのを見ていた別の男。同じように代金をごまかそうと翌日出かけたが

…。 

 

 極めつけ！！桂子・好江 内海桂子・好江漫才特撰集 

東京漫才傑作集２ 

 内海桂子（ウツミ，ケイコ）／内海好江（ウツミ，ヨシエ）［演］ 0:37 
コロムビアミュージックエンタテインメント■「日本酒物語」「どっちもどっち」「オペラは楽

し」を収録。 

 

４月～５月サピエ図書館の新刊録音図書 

録音図書 12タイトル       □D：デイジー図書の収録時間数 

 ウィキリークス 

 蜷川真夫（ニナガワ，マサオ）／石川幸憲（イシカワ，ユキノリ）著 

□D 4:43 

 長崎視障セ製作 
アスキー・メディアワークス（2011）■ウィキリークスはどのように誕生したのか？ 創設

者ジュリアン・アサンジとはいかなる人物か？ 資金源や支援者は？ メディアと政治はどの

ように変貌を迫られるのか？ 世界を震撼させる暴露メディアの真実に迫る。 

 

 
恋
こい

話術
わじゅつ

 愛しの彼に「好き」と言わせる 

 野口敏（ノグチ，サトシ）／梶村操（カジムラ，ミサオ）共著 □D 4:28 

 日点図製作 
経済界（2010）■恋が始まる会話フレーズ、男に好きと言わせる恋話術、男がつい返事した

くなるメールマジックなど、恋愛上手な「魔女」のコミュニケーション術を伝授する。 
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 人はひとりで死ぬ 「無縁社会」を生きるために 

 島田裕巳（シマダ，ヒロミ）著 □D 5:28 

 秋田点図製作 
ＮＨＫ出版（2011）■我々が自由と豊かさを求めた果てに到来した「無縁社会」。そのなか

で、ひとりひとりが十分に生き、そして死んでいくために見すえるべき真実とは何か。島田裕

巳が説く、現代日本の「生」と「死」の真実。 

 

 口で言えれば漢字は書ける！ 盲学校から発信した漢字学習法 

 道村静江（ミチムラ，シズエ）著 □D 8:29 

 豊島中央図製作 
小学館（2010）■目の見えない子たちが、漢字を正確に書けるようになった！著者考案の画

期的な「部品の組み合わせ学習法」と「漢字のタイトル・音訓セット学習法」を解説するとと

もに、盲学校や小学校での実践を紹介する。 

 

 原発事故緊急対策マニュアル 放射能汚染から身を守るために 

 日本科学者会議福岡支部核問題研究委員会（ニホン カガクシャ カイ

ギ フクオカ シブ カク モンダイ ケンキュウ イインカイ）編 

□D 3:05 

 日点図製作 
合同出版（2011）■原発事故の特徴と対策、放射線障害から身を守る方法、重大事故が起こ

るしくみなど、身を守るために知っておきたい原発と放射能の正しい知識を解説する。 

 

 人質の朗読会 

 小川洋子（オガワ，ヨウコ）著 □D 6:04 

 日点図製作 
中央公論新社（2011）■遠く隔絶された場所から、彼らの声は届いた。反政府ゲリラに囚わ

れた人々が行った朗読会。人質たちと見張り役の犯人を観客に語られるのは、生きるための物

語。深く胸を打つ全９編の連作短編集。 

 

 熱海湯けむり 鎌倉河岸捕物控18 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:00 

 熊本点図製作 
角川春樹事務所（2011）■（時代・歴史小説）宗五郎は、熱海の湯戸屋から強盗事件の真相

究明を依頼されるのだが……。 二代の金座裏が再会するとき、鎌倉河岸に新たな風が吹く。 

 

 盤上のアルファ 

 塩田武士（シオタ，タケシ）著 □D 7:32 

 長崎視障セ製作 
講談社（2011）■真田信繁、３３歳。家なし、職なし、目標・プロ棋士。とてつもなく迷惑

な男と個性豊かな人物たちが織りなす、おかしくて熱い人生逆転エンターテインメント小説。 
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麒麟
きりん

の翼 

 東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 □D 8:56 

 旭川点図製作 
講談社（2011）■日本橋でおきた殺人事件。なぜ被害者は胸にナイフがささったまま、日本

橋迄歩いたのか。刑事加賀恭一郎が謎に挑む。 

 

 午後の別れ 

 渡辺淳一（ワタナベ，ジュンイチ）著 □D 6:51 

 岩手視聴情製作 
朝日新聞出版（2010）■永遠にわかりあえない女と男、その生理と身勝手を描く表題作ほか

７編を収録。 

 

 少年の日の思い出 ヘッセ青春小説集 

 ヘルマン・ヘッセ著／岡田朝雄（オカダ，アサオ）訳 □D 5:57 

 名古屋ラ盲製作 
草思社（2010）■『少年の日の思い出』新訳を中心に青春小説の傑作『美しきかな青春』な

ど、４作品を集めたヘッセ短編集。 

 

 死刑台のエレベーター 新版 

 ノエル・カレフ著／宮崎嶺雄（ミヤザキ，ミネオ）訳 □D 8:26 

 桐生点図製作 
東京創元社（2010）■完全犯罪を実行したジュリアンは、無人のビルのエレベーターに閉じ

こめられてしまう。３６時間後にようやく外に出た彼を待ち受けていたのは、まったく身にお

ぼえのない殺人容疑だった。アリバイはあるはずもなく、閉じこめられていた理由は決して明

かせない！偶発する出来事が重なり、追い詰められていく男の苦悩と恐怖。胸苦しいほどの焦

燥を見事に描ききった超一級サスペンス。 
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３月～４月その他の情報誌 

寄贈いただいた点字情報誌をご紹介します。いずれも貸出ができますので、当館

までお申し込みください。 

≪点字≫  

・中央区だより・東区だより・西区役所だより・江南区役所だより 

（各３/６、３/20、４/３、４/17号） 新潟市発行 

・広報かしわざき（第1040～1043号） 柏崎点訳奉仕会発行 

・ふれあいらしんばん（第18号） 内閣府政府広報室発行 

・点字厚生（第224号） 日本盲人会連合発行 

・ワールドナウ（第34号） 日本盲人会連合発行 

・県政だより（３月号） 秋田県発行 

・県議会だより（２月定例会） 秋田県議会発行 

・点字広報とちぎ（３月号、４月号） 栃木県発行 

・東方療法（３月号、４月号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

・自由民主（３月発行号） 自由民主党発行 

・点字こうめい（５月発行号） 公明党機関紙委員会発行 

・月刊視覚障害（２月号、３月号） 視覚障害者支援総合センター発行 

・点字図書目録（追加版／2009年 12月～2011年 3月） 

 視覚障害者支援総合センター発行 

・録音図書目録（2010） 国立国会図書館関西館発行 

・ニッポン放送点字番組表（平成23年度前期版） ニッポン放送発行 

・盲導犬情報（第26号） 全国盲導犬施設連合会発行 

・にってんブレイル（３月号） 日本点字図書館発行 

・にってんボイス（４月号） 日本点字図書館発行 

・読書（３月号、４月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

・情報誌らしんばん（２月号、４月号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

・情文いしかわ（２月号） 石川県視覚障害者情報文化センター発行 

・ひかり（第635号、636号） 天理教点字文庫発行 

・女子パウロ会点字部（３月号、４月号、５月号） 聖パウロ女子修道会発行 
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新規貸出雑誌の紹介 

次のデイジー版４誌とカセット版１誌が新たに貸出し可能となりました。定期貸

出しご希望の方はご連絡ください。録音雑誌について、ご不明のことがありまし

たらお気軽に当館までお問い合わせください。 

≪デイジー≫ 

・（医学）理学療法ジャーナル／兵庫県点字図書館発行（月刊） 

・（パソコン）日経 PCビギナーズ／東京YWCA音訳ボランティアグループ発行

（月刊） 

・（音楽）CD ジャーナル／札幌市視聴覚障がい者情報センター発行（月刊） 

・（経済）週刊エコノミスト／練馬区立光が丘図書館発行（週刊） 

≪カセット≫ 

・（趣味）ねこのきもち／山形県立点字図書館発行（月刊） 

 

次のカセットテープ版３誌は当館での取り扱いを中止します。デイジー版での貸

出しが可能なものもあります。 

≪カセット≫ 

・（社会）日経情報／西宮視覚障害者図書館発行（月刊） 

・（社会）東洋経済／西宮視覚障害者図書館発行（月刊）デイジー版あり 

・（医学）三療の友／丹後視力障害者福祉センター発行（月刊）デイジー版あり 
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