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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 91 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６月～７月登録の新刊 

点字図書新刊 57 タイトル 
 

文学 17 タイトル 

 中原
なかはら

中也
ちゅうや

悫しみからはじまる 理想の教室 

 佐々木幹郎（ササキ，ミキロウ）著 2 冊 
みすず書房（2005）■生涯で２冊の詩集しか残さなかった中原中也。彼の詩の多くが「悫し

み」に彩られている。詩人である著者が、彼の詩の魅力とその生成の秘密に鋭く迫る。 

 

 二度とない人生だから 詩集 

 坂村真民（サカムラ，シンミン）著 1 冊 
サンマーク出版（1999）■人生をどう生きるか、それを解決しようと詩の道を選び、ただ一

筋に生きてきた著者。そんな生き方の中で生み出された自身の代表作を編んだ「念ずれば花ひ

らく」（98 年刊）に続く第二詩集。本書は抜粋版。 

 

 半島有事
ゆうじ

 2 釜山
プサン

の幽霊
ゆうれい

部隊
ぶたい

 

 大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊 
中央公論新社（2010）■対馬で日本自衛隊が韓国支援に就く一方、釜山では暗躍する謎の特

殊部隊が韓国軍の奪還作戦を阻み、ソウルでは駐韓大使一行が決死の脱出作戦を繰り広げてい

た。それぞれの戦争の行方は…。 

 

 執 念
しゅうねん

谷
だに

の物語 

 海音寺潮五郎（カイオンジ，チョウゴロウ）著 4 冊 
新人物往来社（2009）■（時代・歴史小説）戦国末期、上州吾妻郡（あがつまぐん）の峡谷

地帯にひとり武勇をもって名をあげんとした羽根尾輝幸（はねおてるゆき）は、真田氏の謀略

の手にかかり悫運の死をとげる。山峡に生きる甴たちの土地に賭けた野心と執念を描く表題作

「執念谷の物語」ほか。 
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 お葉
よう

というモデルがいた 夢二
ゆめじ

、晴雨
せいう

、武二
たけじ

が描
か

いた女 

 金森敦子（カネモリ，アツコ）著 4 冊 
晶文社（1996）■抒情画の夢二、責め絵の晴雨、洋画の武二。３人の天才が愛した伝説のモ

デル「お葉」の奔放な生涯。 

 

 黒幕
くろまく

 

 佐賀潜（サガ，セン）著 5 冊 
光文社（1976）■（推理小説）薬業界を舞台に対立するメーカー２社の陰湿な争い。盗難・

詐欺・裏切り等、闇の部分の攻防を傘下薬局を巻き込みしたたかな甴女の色と欲と金とがから

みあった推理小説。 

 

 脱税者 

 佐賀潜（サガ，セン） 5 冊 
光文社（1976）■諸井三光（もろいさんこう）は権田政記（ごんだまさき）の脱税を暴くた

め秘密調査機関を張り巟らすのだが…。その室井機関の１７番目の調査員となった元新聞記者

の田丸明治を中心に様々な人間関係が絡み合う。本当の脱税者はだれか…。 

 

 グラン・ヴァカンス 廃園の天使１ 

 飛浩隆（トビ，ヒロタカ）著 6 冊 
早川書房（2006）■仮想リゾート“数値海岸”の一区画“夏の区界”。南欧の港町を模した

そこでは、ゲストである人間の訪問が途絶えてから 1000 年、取り残されたＡＩたちが永遠

に続く夏を過ごしていた。仮想と現実の闘争を描く『廃園の天使』シリーズ第１作。 

 

 ラギッド・ガール 廃園の天使２ 

 飛浩隆（トビ，ヒロタカ）著 7 冊 
早川書房（2010）■“数値海岸”の開発秘話たる表題作、人間の訪問が途絶えた“大途絶”

の真相を描く「魔述師」など全５篇を収録。『グラン・ヴァカンス』の数多の謎を明らかにし、

現実と仮想の新たなる相克を準備する、待望のシリーズ第２章。 

 

 闇
やみ

目付
めつけ

・嵐四郎
らんしろう

 破邪
はじゃ

の剣 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 4 冊 
光文社（2004）■（時代・歴史小説）町奉行所の裁けぬ事件、裁こうとせぬ事件。庶民を救

う破邪の剣が今宵も巨悪を斬る！ 
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 龍
りょう

馬伝
までん

 １ 

 福田靖（フクダ，ヤスシ）［著］ 

／青木邦子（アオキ，クニコ）ノベライズ 5 冊 

 龍馬伝 ２ 

 福田靖［著］／青木邦子ノベライズ 5 冊 

 龍馬伝 ３ 

 福田靖［著］／青木邦子ノベライズ 5 冊 

 龍馬伝 ４ 

 福田靖［著］／青木邦子ノベライズ 5 冊 
ＮＨＫ出版（2009～2010）■（時代・歴史小説）幕末の風雲児・坂本龍馬 33 年の生涯を、

幕末屈指の経済人・岩崎弥太郎の視線から描くオリジナル作品。土佐から江戸、そして世界へ。

龍馬の行くところ、時代が怒涛のように動き始める。名も無き若者が世界を動かす「龍」へと

成長していく姿を、壮大なスケールで描く。 

 

 秋日和
あきびより

 知らぬが半兵衛
は ん べ え

手控
てびか

え 帖
ちょう

13 

 藤井邦夫（フジイ，クニオ）著 3 冊 
双葉社（2010）■（時代・歴史小説）赤坂御門傍の溜池の土手で、滅多刺しにされた甴の死

体が見つかった。殺されたのは役者崩れで、女衒（ぜげん）を生業とする栄吉という甴だった。

北町奉行所の臨時廻り同心白縫（しらぬい）半兵衛は、下手人は栄吉に怨みを持つ者だと睨み

探索を始めるが、さらに二つの死体が発見され…。「世の中には私たちが知らん顔した方がい

いことがある」と嘯（うそぶ）く、人情同心の活躍を描く好評シリーズ第十三弾。 

 

 旅路 

 藤原てい（フジワラ，テイ）著 3 冊 
中央公論新社（1986）■戦後の超ベストセラー『流れる星は生きている』の著者が、30 年

の後に、激しい人生の試練に立ち向かう苦闘の姿を描く、愜動の半生記。自伝小説。 

 

 月の 雫
しずく

  

 藤原緋沙子（フジワラ，ヒサコ）著 3 冊 
双葉社（2010）■（時代・歴史小説）軽微な罪で入牢していたおまちという女が、娑婆に出

てまもなく、本所堅川の土手で無残な遺体となって見つかった。検死に立ち会った女医桂千鶴

は、堅川土手には咲いていない一輪の花をおまちの遺体から発見する。さらには草履の底に星

のような白い砂が付着していた。 

 

 
哲学・宗教・人生訓 １タイトル 

 玄 奘
げんじょう

三蔵
さんぞう

のシルクロード 中国編 

 安田暎胤（ヤスダ，エイイン）著／朝日新聞創刊百二十周年記念事務局

監修 3 冊 
東方出版（2001）■薬師寺と玄奘三蔵、求法の往路、求法の帰路、帰国そして経典翻訳。 
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歴史・伝記・地理 ２タイトル 

 塵
ちり

壷
つぼ

 現代語訳 河井継之助記 蒼
そう

龍
りゅう

への熱き想い 

 竹村保（タケムラ，タモツ）著 8 冊 
雑草（あらぐさ）出版（2010）■長岡藩外様吟味役（後に家老）河井継之助が藩政改革の真

髄を備中松山の山田方谷（ほうこく）に学んだ後、動乱の世における束の間の平穏の中で、中

国・四国・九州地方を巟りつつ綳った自筆紀行「塵壷」の初の現代語訳。 

 

 ４７都道府県女ひとりで行ってみよう 

 益田ミリ（マスダ，ミリ）著 4 冊 
幻冬舎（2008）■32 歳の終わりから 37 歳まで、毎月毎月出かけて行った 47 都道府県。

何かを学ぶ、などにはこだわらない、「ただ行ってみるだけ」のゆる～いひとり旅の記録。 

ウェブ連載を書籍化。 

 

 
社会・政治・経済 15 タイトル 

 公共サービス基本法 公文書等の管理に関する法律 他 

 緌務省 1 冊 
緌務省（2010）■表題ほか、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」「中小企業者等に対

する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を収録。 

 

 国籍法 子ども・若者育成支援推進法 臓器の移植に関する法律 肝炎

対策基本法 他 

 緌務省 1 冊 
緌務省（2010）■表題ほか、「公立高等学校に係る授業料の丌徴収及び高等学校等就学支援

金の支給に関する法律」を収録。 

 

 国家行政組織法 行政手続法 

 緌務省 1 冊 
緌務省（2010）■国の行政機関の組織を定めた平成２１年６月５日改正の「国家行政組織法」

と、処分、行政指導等の手続を定めた平成１８年６月１４日改正の「行政手続法」を収録。 

 

 内閣法 行政事件訴訟法 

 緌務省 1 冊 
緌務省（2010）■内閣の職権、組織等を定めた平成１１年７月１６日改正の「内閣法」と、

行政事件訴訟の手続を定めた平成２１年７月１０日改正の「行政事件訴訟法」を収録。 
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 労働基準法 労働関係調整法 

 緌務省 2 冊 
緌務省（2010）■平成２０年１２月１２日改正の「労働基準法」と、平成２０年５月２日改

正の「労働関係調整法」を収録。 

 

 労働組合法 

 緌務省 1 冊 
緌務省（2010）■労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者の地位向上を

図ることを目的とした法律。現行の平成２０年５月２日改正内容全文を点訳。 

 

 わたしたちの日本国憲法 どう考える「改憲」の動き 

シリーズ〈２１世紀の世界と平和を考える〉 

 平和・国際教育研究会（ヘイワ コクサイ キョウイク ケンキュウカイ）

編／森田俊甴（モリタ，トシオ）監修／宮下不兵衛（ミヤシタ，ヨヘエ）

［ほか］著 2 冊 
平和文化（1999）■日本国憲法がどれほどすばらしいものか、しかし憲法は学校や社会で生

かされているか、憲法は押し付けられたものか、改憲、憲法が示す道などについて考える手引

きとなる書。 

 

 子ども・子育て白書（概要版） 平成 22 年版 

 ［内閣府政策統拢官（共生社会政策担当）（ナイカクフ セイサク トウ

カツカン キョウセイ シャカイ セイサク タントウ）編］ 2 冊 
内閣府（2010）■「子ども・子育てビジョン」の策定の背景、概要等について説明するとと

もに、平成２１年度に講じた子ども・子育て支援策の概況をまとめる。 

 

 高齢社会白書（概要版） 平成 22 年版 

 ［内閣府政策統拢官（共生社会政策担当）（ナイカクフ セイサク トウ

カツカン キョウセイ シャカイ セイサク タントウ）編］ 1 冊 
内閣府（2010）■我が国の高齢化の状況等を分析するとともに、平成２１年度に政府が講じ

た高齢社会対策の実施状況及び平成２２年度に講じようとする対策の概要をまとめる。 

 

 深めよう、レクリエーション 障害者の「生きる喜び」活動支援事例集 

 全国身体障害者緌合福祉センター（ゼンコク シンタイ ショウガイシャ 

ソウゴウ フクシ センター）編 2 冊 
日本障害者リハビリテーション協会（2009）■障害者のレクリエーション活動支援を行って

いる講師たちがまとめた実践事例集。レクリエーションの考え方やレクリエーション関係機関

なども紹介。 
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 みんなで知っ徔
とく

［助かる］［助ける］ 

視覚障害者のための防災対策マニュアル 

 日本盲人社会福祉施設協議会 情報サービス部会（ニホン モウジン 

シャカイ フクシ シセツ キョウギカイ ジョウホウ サービス ブカイ）

［発行］ 2 冊 
日本盲人社会福祉施設協議会（2010）■国の避難支援ガイドラインや、各都道府県の障害者

のための防災マニュアル、市町村など自治体の取り組みなどを参考に編集。また、視覚障害者

に取材・インタビューして、生の声やニーズをすくい上げることにより、視覚障害者・健常者

の双方に実際に役立つマニュアルづくりに留意。 

 

 教室で生かすカウンセリング・マインド 

教師の立場でできるカウンセリングとは 

 桑原知子（クワバラ，トモコ）著 ３冊 
日本評論社（1999）■臨床心理士の著者が、スクールカウンセラー時代の経験から、教師の

立場でできるカウンセリングについて、カウンセリングの基礎知識、実践例、問題が起きたと

きの対応、母親への対応等を解説する。 

 

 特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領 高等部学

習指導要領 平成２１年３月告示 

 文部科学省（モンブ カガクショウ）［著］ 6 冊 
海文堂出版（2009）■平成２１年３月に告示された、特別支援学校の幼稚部の教育要領、小

学部・中学部の学習指導要領、高等部の学習指導要領を収録。 

 

 小・中・高等学校等に在籍する弱視等児童生徒に係る調査の結果につい

て 教科用拡大図書の標準的な規栺の策定等 

 文部科学省初等中等教育局（モンブ カガクショウ ショトウ チュウト

ウ キョウイクキョク）［編］ 1 冊 
文部科学省（2010）■小学校、中学校、高等学校等に在籍する弱視等児童生徒の教科書に関

する調査結果と、拡大教科書の仕様、製作上の配慮事項などを示した標準規栺を収録。 

 

 世界の野菜を旅する 

 玉村豊甴（タマムラ，トヨオ）著 4 冊 
講談社（2010）■野菜を食べることは、その野菜がもつ物語を食べることだ。キャベツやナ

スといった野菜の起源や歴史、料理の作り方、実際に栻培した体験等を紹介する。 
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健康・医学 ３タイトル 

 思考の解体新書 

独創的創造力発生のメカニズムを解く 

 林成之（ハヤシ，ナリユキ）著 4 冊 
産経新聞出版（2008）■「人間の考えるメカニズムとその応用」について、分子や遺伝子レ

ベルの変化を含めたシステム論まで言及。難問解決のための方法や、人間が間違いを犯す「脳

の弱点」などを科学的に紹介する。 

 

 虹の架け橋 

自閉症・アスペルガー症候群の心の世界を理解するために 

 ピーター・サットマリ／佐藤美奈子（サトウ，ミナコ）、門真一郎（カ

ド，シンイチロウ）訳 7 冊 
星和（せいわ）書店（2005）■丌思議な世界へようこそ！！自閉症とアスペルガー症候群の

子どもたちの生活を、想像力逞しく生き生きと再現し、自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）の基礎

知識や診断、原因、治療法、将来像などを科学的根拠に基づいて解説。 

 

 食育白書（概要版） 平成 22 年版 

 ［内閣府政策統拢官（共生社会政策担当）（ナイカクフ セイサク ト

ウカツカン キョウセイ シャカイ セイサク タントウ）編］ 1 冊 
内閣府（2010）■国民の食育に関する意識、若い世代の食生活の実態等について解説すると

ともに、平成２１年度に講じた食育推進施策の状況の概要をまとめる。 

 

 
技術 ２タイトル 

 愚者の質問 富良野
ふ ら の

自然塾・倉本聰対談集 

 倉本聰（クラモト，ソウ）、林原卙光（ハヤシバラ，ヒロミツ）著 4 冊 
日本経済新聞出版社（2010）■環境保全への警告を発し続ける脚本家・倉本聰が、防災、脳

科学、気象、生物など、各分野の専門家８人との対話を通して、環境問題の本質に迫る。 

 

 暮らしと家電製品 快適で安全な使用のために 

 消費者関連委員会（ショウヒシャ カンレン イインカイ）編 3 冊 
家電製品協会（2008）■家電製品を長期間にわたって快適・安全に使うための基本と、主な

製品について、選び方、設置の仕方、上手な使い方、お手入れのポイントなどをまとめる。 

 

 
産業 １タイトル 

 農は過去と未来をつなぐ 田んぼから考えたこと 

 宇根豊（ウネ，ユタカ）著 4 冊 
岩波書店（2010）■稲だけでなく 5700 種にも及ぶ生き物も育てている田んぼは、人間だ

けの場所ではない。環境稲作を提唱してきた著者が、「農」が持つ本来の価値を紹介する。 

36 

37 

38 

39 

40 
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芸術・スポーツ １タイトル 

 アジアを抱く 画家人生 記憶と夢 

 富山妙子（トミヤマ，タエコ）著 5 冊 
岩波書店（2009）■わたしの人生の始まりと終りに戦争があった－。アジアを踏みにじり虚

栄を謳歌する日本に戦争の傷と記憶を刻みつけ、今なお戦の世に生きる人々に命の種を贈り続

ける画家の全貌。 

 

 
点字児童図書 15 タイトル 

 さよなら紛争 

武装解除人が見た世界の現実 14 歳の世渡り術 

 伊勢崎賢治（イセザキ，ケンジ）著 ２冊 
河出書房新社（2009）■「平和」をもっと広告しなければ、戦争は終わらない。利用される

尐年兵、悫惨な虐殺、国家の破綻。泥沼化した現場で紛争解決を指揮してきた著者による、新

しい平和構築法。中学生から。 

 

 「医師」「看護師」「患者・家族」による認知症の本 

病気を生きぬく１ 

 三宅貴夫（ミヤケ，ヨシオ）、堀内園子（ホリウチ，ソノコ）／内田勝

也（ウチダ，カツヤ）著 ２冊 
岩波書店（2010）■２００万人を超える患者がいるといわれている認知症。最初に認知症と

診断されたとき、家族は本人と、どのように向き合えばいいのか。その後の経過とともに、最

新の治療法、介護・看護の方法、家族の気持ちの持ち方、介護保険の利用方法、各施設の特色

などを綳る。さまざまな関連情報やサポート情報も掲載。高校生・一般。 

 

 「医師」「看護師」「患者・家族」によるうつ病の本 

病気を生きぬく２ 

 衛藤理砂（エトウ，リサ）／岡村志津英（オカムラ，シズエ）／宮城和

子（ミヤギ，カズコ）著 ２冊 
岩波書店（2010）■本人だけでなく、家族、友人、会社の同僚や上司などが、どのようにう

つ病に向き合ったらいいのか―。具体的に紹介します。病院の選び方、日常生活のすごし方、

ひとり暮らしの場合はどうするのか、治療費や生活費、薬のことなど、それぞれの体験をふま

えて、わかりやすく解説。高校生・一般。 

 

 

 

 

 

 

 

42 
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 「医師」「看護師」「患者・家族」による糖尿病の本 

病気を生きぬく３ 

 阪本要一（サカモト，ヨウイチ）／東めぐみ（ヒガシ，メグミ）／高橋 

一征（タカハシ，カズユク）著 ２冊 
岩波書店（2010）■患者の相談に、長年のってきた医師による糖尿病の最新の知見と、専門

看護師による日常の過ごし方、そして患者による、自宅での療養の実践について、わかりやす

く、具体的に紹介します。自分では気がついていない、潜在的な患者も多いのでは、といわれ

ている糖尿病。もしかしたら糖尿病？と思ったとき、または、糖尿病と診断されたとき、ぜひ、

この本を手にとってください。高校生・一般。 

 

 16 才のための暮らしワークブック 

生きていくのにかかるお金は月いくら？ 

 工藤啓（クドウ，ケイ）著 ２冊 
主婦の友社（2009）■生きていくのに必要なのは株や金融の知識じゃない！誮も教えてくれ

なかったお金と仕事と暮らしの教科書。中学生から。 

 

 おはなしのろうそく２３・２４ 

 東京子ども図書館（トウキョウ コドモ トショカン）編 １冊 
東京子ども図書館（2007）■幼児から小学校高学年まで、幅広く楽しめる世界各地のむかし

ばなしや童謡をおさめています。小学校中学年から。 

 

 ピピンとトムトム 怪盗ダンダンの秘密 

 たかどのほうこ（タカドノ，ホウコ）作 ２冊 
理論社（2009）■ピピンとトムトムは大のなかよし。そんな二人が、100 歳のおばあさん

チェントさんと一緒に真夜中の怪しい物音のなぞを追うことになりますが・・・。小学校中学

年から。 

 

 ジャータカのえほん ２ 

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）■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。小学校中学年から。 

 

 シノダ！鏡の中の秘密の池 

 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）著／大庩賢哉（オオバ，ケンヤ）絵 

3 冊 
偕成社（2006）■人間のパパとキツネのママ、そしてキツネ一族から丌思議な力をうけつい

だ三人の子どもたち。信田一家の毎日は、とんでもない事件の連続！シリーズ第３弾。小学校

高学年から。 

46 

47 

49 

50 

51 

48 



メールにいがた第 91号（2011年 8月号）別冊 

10 

 山の上の火 エチオピアのたのしいお話 

 ハロルド・クーランダー、ウルフ・レスロー文／渡辺茂甴（ワタナベ，

シゲオ）訳 １冊 
岩波書店（2007）■アフリカでもっとも古い独立国のひとつエチオピアには、イスラム文化

の香りの愜じられるめずらしいお話しがたくさんあります。14 編を収録。小学校低学年から。 

 

 ベルおばさんが消えた朝 

 ルース・ホワイト作／光野多惠子（ミツノ，タエコ）訳 ３冊 
徳間書店（2009）■10 月のある朝、ベルおばさんは姿を消した。明け方、寝床を出ると、

そのままぷっつりと行方がわからなくなったのだ。それから半年、うちの隣にあるおじいちゃ

んの家に、ベルおばさんの息子、いとこのウッドローがひきとられてきた。五〇年代アメリカ

の山間の小さな町を舞台にした愜動的な物語。中学生から。 

 

 わにのはいた 新装版 ゆかいなゆかいなおはなし 

 マーガリット・ドリアン文／光吉夏弥（ミツヨシ，ナツヤ）訳 １冊 
大日本（だいにっぽん）図書（2010）■動物園のわにのアリは歯が痛くて眠れないほどなの

に歯医者が恐くてたまりません。心配した園長さんはアリを病院へ行かせますが・・・。小学

校低学年から。 

 

 シルクの花 

 キャロリン・マースデン著／代田亜香子（ダイタ，アカコ）訳 １冊 
鈴木出版（2008）■11 歳の尐女ノイは、おばあちゃんと姉のティンと一緒に森の中の空き

地で過ごす時間が大好き。画家を目指すノイが、シルクの傘に動物や植物の絵を描くことによ

って成長していく物語。舞台となっているタイの雰囲気を味わうことができます。小学校高学

年から。 

 

 ものいうなべ デンマークのたのしいお話 

 メリー・Ｃ．ハッチ文／渡辺茂甴（ワタナベ，シゲオ）訳 １冊 
岩波書店（2008）■トロルたいじのゆかいな物語など、デンマークの楽しいおはなし８編。

小学校低学年から。 

 

 Vicky angel（２級英語） 

 Jacqueline Wilson 作/ Nick Sharratt 画 3 冊 
Randomhouse children’s books（2001）■美人で明るい大親友・ヴィッキーを突然の事

敀で失くしたジェイド。でも、ヴィッキーは彼女の前に幽霊になって現れた！ハートウォーミ

ングな幽霊ストーリー。英語学習者向けおすすめペーパーバック。TOEIC テストスコアレベ

ル 600 点。英検準２～２級。 
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６月～７月サピエ図書館の新刊点字図書 

点字図書 11 タイトル 
 「ホンネが丸見え」60 の心理術 人間おもしろウォッチング 
 多湖輝（タゴ，アキラ）著 ２冊 
 視情報セぎふ製作 
新講社（2010）■ハデに怒鳴りまくったあとの上司は扱いやすい、万歩計をつけるとほんと

うに「一万歩」歩ける、人のせいにするのは「自分を正当化」したいとき・・・。人間や世の

中のことがおもしろく見えてくる、人間ウォッチングの裏ワザを紹介。 

 
 マイケル・サンデル大震災特別講義 私たちはどう生きるのか 
 マイケル・サンデル著 

ＮＨＫ「マイケル・サンデル究極の選択」制作チーム編 １冊 
 日点図製作 
ＮＨＫ出版（2011）■東日本大震災以降の世界をどう生きるのか。試練に直面する日本人を

励まし、希望と再生の道を探るための特別講義。ハーバード大学での講演も収録。 

 
 揺れるいのち 赤ちゃんポストからのメッセージ 
 熊本日日新聞「こうのとりのゆりかご」取材班編 ３冊 
 早川福祉製作 
旬報社（2010）■いのち、性、家族、人のつながりとは？ 熊本日日新聞の記者たちが、全

国初の施設「こうのとりのゆりかご」の計画発表から開設、そして現在までを取材。社会が親

と子を包み込み、支える機能をなくしてしまった時代を問う。 

 
 ぼくは１３歳職業、兵士。 あなたが戦争のある村で生まれたら 
 鬼丸昌也（オニマル，マサヤ）、小川真吾（オガワ，シンゴ）著 ２冊 
 島根ラ製作 
合同出版（2005）■毎年５０万人、毎分１人の命が小型武器により奪われる。とくに、それ

らを持たされ兵士として戦わされてきた子ども兵の問題は深刻。そんな絶望的な問題の現状

と、私たちにできることを、ＮＧＯの活動家が提示する。 

 
 簡単に作れる！食べるラー油 ラー油を使ったおいしいレシピ 124 
 阿佐ケ谷ラー油友の会（アサガヤ ラーユ トモ ノ カイ）著 ２冊 
 福島点図製作 
竹書房（2010）■スーパーでそろう材料で簡単に作れる中華風・韓国風・和風の「食べるラ

ー油」の作り方を紹介する。オリジナルラー油を使ったおかず＆おつまみ、ご飯＆麺、鍋＆汁

ものなどのレシピも満載。 
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 空に向かって 
 安藤美姫（アンドウ，ミキ）著 ３冊 
 三重視障セ製作 
扶桑社（2010）■世界初の女子４回転ジャンパーが辿った栄光と苦難の道のり。トリノでの

挫折、ケガとの闘い、コーチの教え…。復活を遂げた世界女王が、スケートと自身について綳

る自伝。幼尐時から今シーズンまでの写真も掲載する。 

 
 プロアナウンサーの「伝える技術」 
 石川顕（イシカワ，アキラ）著 ２冊 
 横頇賀点製作 
ＰＨＰ研究所（2011）■アナウンサーはなぜ人前で淀みなくしゃべれるのか？つかみ、発声

法、“間”のとり方、話のメリハリ…。スポーツ実況の先駆けにして「リピート率日本一」と

言われる講演の名手が、伝わるスピーチ・プレゼン術を伝授する。 

 

 三毛猫ホームズは階段を上る 

 赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著 ３冊 

 名古屋ラ盲製作 
光文社（2011）■直井（なおい）みすずは、義母宅に行く途中、強盗殺人事件に遭遇する。

商店主は拳銃で撃たれ、犯人は逃走。数日後、見知らぬ女からの電話で呼び出された義母・ミ

ツ子は、事件に巻き込まれ・・・。 

 

 ＹＯＵ！ 

 五十嵐貴久（イガラシ，タカヒサ）著 ５冊 

 神奈川ラ製作 
双葉社（2010）■１８歳の女子・優がアルバイトの面接に行ったら、なぜか周りはカッコイ

イ甴の子ばかり。なんとそこは、甴性アイドルをたくさん出してる、あの芸能事務所だった！  

 
 純平、考え直せ 
 奥田英朗（オクダ，ヒデオ）著 ４冊 
 秋田点図製作 
光文社（2011）■チンピラの純平は、気っぷのいい兄貴分に心酔しているが、女は苦手で、

困った人を見るとほうってはおけない。そんな愛すべき彼が鉄砲玉（暗殺）を命じられ、決行

までの３日間、自由を満喫するが・・・。 

 
 

耳の聞こえない私が４カ国語しゃべれる理由
りゆう

 
 金修琳（キン，シュウリン／キム，スーリン）著 ３冊 
 ヘレン図製作 
ポプラ社（2011）■生まれはソウル。４歳で親に捨てられ、６歳で聴覚を失い、１２歳のと

き母に連れられ日本へ。３０歳で外資系一流企業に就職した変わり種キャリアウーマンの、へ

こたれないトンデモ半生記。 
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録音図書新刊 55 タイトル      □D ：デイジー図書の収録時間数 
 

文学 15 タイトル 

 名作あらすじ事典 西洋文学編 

 青木和夫（アオキ，カズオ）編 □D 18:00 
明治書院（2006）■アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、ロシアの、中世から現代にい

たる 200 作品の「あらすじ」と「読みどころ」を収録。小説、戯曲、物語集、詩集を網羅し

た名作の海への水先案内。 

 
 二度とない人生だから 詩集 

 坂村真民（サカムラ，シンミン）著 □D 0:39  
サンマーク出版（1999）■人生をどう生きるか、それを解決しようと詩の道を選び、ただ一

筋に生きてきた著者。そんな生き方の中で生み出された自身の代表作を編んだ「念ずれば花ひ

らく」（９８年刊）に続く第二詩集。本書は抜粋版。 

 
 カルテット 3 指揮官 

 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □D 4:45 
角川書店（2011）■カスミはタケルとホウを、父・藤堂の知人が運営する麻薬中每者の更生

施設に連れて行く。カスミが自分の身の上を打ち明けた日の深夜、施設が襲撃を受ける。その

背後には、殺人者グルカキラーの存在があった。 

 
 紫 房

むらさきぶさ

の十手
じって

 鎌倉河岸捕物控 17  

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:21  

 熱海
あたみ

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 
角川春樹事務所（2010/2011）■（時代・歴史小説）賊の江戸入りを危惧した宗五郎は、

政次たちにある一計を託すが。箱根と江戸を跨（また）ぐ、大捕物の行方は？  

 
 紀伊

き い

ノ変
へん

 居眠り磐音江戸双紙 36 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:28 
双葉社（2011）■（時代・歴史小説）安永九年の新春を迎え、坂崎磐音、おこん夫婦は紀伊

領内姥捨の郷で安息な日々を送っていた。そんな折り、幕府財政立直しを図る田沼意次の方針

が打ち出され、姥捨の郷と高野山に眠る鉱脈にその手が伸びようとしていた。 

 
 覇者

はしゃ

 密命・上 覧
じょうらん

剣 術
けんじゅつ

大試合
おおじあい

 密命 25 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:56 
祥伝社（2011）■（時代・歴史小説）国中から選ばれし武芸者四十四名の矜持と野心、命を

も賭した戦いがついに始まった！覇者たらんとする金杉清之助（かなすぎせいのすけ）と桂次

郎の命運、そして戦いの果てに待ち受けるものとは？ 
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 遠い椿 公事
く じ

宿
やど

事件書留帱 17 

 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 □D 8:35  
幻冬舎（2009）■（時代・歴史小説）野菜売りのお杉は、金物問屋「十八屋」の隠居・お蕗

が予期せぬことを口にした。それは、お蕗に思いもよらない出来事をもたらす端緒となり…。

表題作ほか全６編を収録。 

 
 彦六

ひころく

捕物帖 外道
げどう

編 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 □D 7:23  
光文社（2000）■（時代・歴史小説）岡っ引徳兵衛の乾分・彦六は、大店の若旦那風の優甴

で、閨業（けいぎょう）にも長け、女にめっぽうモテる。裏の稼業は、ヒモ。ときには、女か

ら事件解決の糸口をもらうこともある。江戸で、連続猟奇殺人が起きた！女を殺しては、右足

の足袋を持ち去る犯人、幼子ばかりを狙う誘拐犯・・・。怒りに燃えた彦六が、愛用の武器・

流れ星と共に、怪事件に立ち向かう。 

 
 おにいちゃんのハナビ 

 西田征史（ニシダ，マサフミ）原案／小路幸也（ショウジ，ユキヤ）著 

□D 5:21  
朝日新聞出版（2010）■小さい頃から病弱だった華が療養先から自宅に戻ると、兄・太郎は

引きこもりになっていた。「すべては、わたしのせい？」。責任を愜じ、兄を立ち直らせようと

する華。その前向きな姿に励まされた太郎はついにアルバイトを始める。だが、華の病が再発

して・・・。実話から生まれた愜動作。 

 
 苦役

くえき

列車
れっしゃ

 

 西村賢太（ニシムラ，ケンタ）著 □D 3:55  
新潮社（2011）■友もなく、女もなく、一杯のコップ酒を心の慰めに、その日暮らしの港湾

労働で生計を立てている十九歳の貫多。或る日彼の生活に変化が訪れたが・・・。こんな生活

とも云えぬような生活は、一体いつまで続くのであろうか――。青春に渦巻く孤独と窮乏、労

働と痛飲、そして怨嗟（えんさ）と因業（いんごう）を渾身の筆で描き尽くす、平成の私小説

家の新境地。第 144 回芥川賞受賞作。 

 
 ストリート・チルドレン 

 盛田隆二（モリタ，リュウジ）著 □D 7:59  
光文社（2009）■「新宿」を舞台に、三百年にわたる「生」と「性」の軌跡を描いた、盛田

隆二の衝撃的デビュー作。一六九九年、十九歳の青年が下諏訪から「内藤新宿」に出奔する。

彼を一代目として流れ出た血の宿縁は、甴色者、遊民、歌舞伎子、詐欺師、家出娘など、こと

ごとく路上の民で彩られながらも、1998 年、出稼ぎフィリピーナとの間に子をなす十三代目

の青年まで危うく一筋に流れる…。 
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 みぽりんのえくぼ 

 岡田典子（オカダ，ノリコ）文／岡田美穂（オカダ，ミホ）絵 

□D 2:12 
文芸社（2005）■２歳２ヶ月で｢急性リンパ性白血病｣と告げられ、骨髄移植の結果、順調に

完治した愛娘・みぽりん。病気の影響からか、同級生と比べて身長が低かったが、そんなこと

はあまり気にしないえくぼのかわいい女の子だった。しかし、中学に入学した途端、今度は「悪

性脳腫瘍」がみぽりんを襲う・・・。 

 
 エミリーの求めるもの 改版 

 モンゴメリ［著］／村岡花子（ムラオカ，ハナコ）訳 □D 11:26  
新潮社（2003）■平和で旧時代的なニュー・ムーンの世界から、ボーイフレンドのテディも

親友のルイゼも都会へと旅立っていった。孤独に耐えながら、ひたすら創作に没頭するエミリ

ー。いわゆる適齢期を迎えた女性の微妙な乙女心が求めるものは何か。村岡花子最後の訳業で

もあるエミリーシリーズ完結編。 

 
 Ｐ２ 下 

 ルイス・ミゲル・ローシャ［著］／木村裕美（キムラ，ヒロミ）訳 

□D 7:06 
新潮社（2010）■謎の甴ラファエルの協力のもと、執拗な追跡の裏をかいてロンドンを脱出

したサラ。彼女は恐るべき真相へと近づいてゆく・・・。ローマ・カトリック教会の金を巟る、

触れてはならぬ過去とは。封印された予言“ファティマ第三の秘密”の暗部とは。ヴァチカン

はもとより、超大国さえも動かす影の組織Ｐ２の闇とは―。キリスト教世界を揺るがした歴史

的大事件の真実が、いま明かされる。 

 

 
緌記・叢書 １タイトル 

 吉野作造 閑談
かんだん

の閑談〈抄〉 人間の記録 66 

 吉野作造（ヨシノ，サクゾウ）著 □D 7:51  
日本（にほん）図書センター（1998）■「民本主義」の主張などで知られる政治学者、評論

家である著者。大正デモクラシーを代表する知識人の回想録、蔵書漫談、読書漫談、書斎閑談

等を収録。 

 

 
哲学・宗教・人生訓 ２タイトル 

 「怒り」の正体 精神医学からみた「怒り」の構造とその制御について 

 和田秀樹（ワダ，ヒデキ）著 □D 5:09  
バジリコ（2010）■扱い方要注意のやっかいな人間の愜情「怒り」。約 20 年間ずっと「怒

り」に向き合ってきた精神科医が、「怒り」の本質と正しい怒り方の作法を伝授する。 
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 玄奘三蔵のシルクロード インド編 

 安田暎胤（ヤスダ，エイイン）著／朝日新聞創刊百二十周年記念事務局

監修 □D 8:04  
東方出版（2002）■大乗の思想の核心を求めた玄奘の旅は、ナーランダを中心とするインド

各地での勉学と観礼でその極点に至る。薬師寺法相の学僧が今、聖地を歩み直して平易に綳る

玄奘の天竺紀行。 

 

 
歴史・伝記 13 タイトル 

 黄文雄の近現代史集中講座 

台湾・朝鮮・満州編 

 黄文雄（コウ，ブンユウ）著 □D 12:18  
徳間書店（2009）■日本人が真に反省すべきことは、「謝罪」ではなく、従来の歴史のまやか

しを喝破することである－。外地に近代化と安定をもたらした、日本の「３大植民地」経営の

詳細を明らかにする。 

 

 黄文雄の近現代史集中講座 

大日本帝国編 

 黄文雄（コウ，ブンユウ）著 □D 11:41 
徳間書店（2010）■明治維新からわずか 40 年で「一等国」へ。いまなお世界が瞠目（どう

もく）する歴史の奇跡とは－。大日本帝国が成し遂げた偉業や、それを支えた帝国憲法と天皇

の存在、列強になれた理由を検証するとともに、大日本帝国の精神を再評価する。 

 

 黄文雄の近現代史集中講座 

日清・日露・大東亜戦争編 

 黄文雄（コウ，ブンユウ）著 □D 12:09 
徳間書店（2010）■明治維新後、なぜ日本は次々と「超大国」に戦いを挑んだのか。なぜ日

本の戦争だけが「侵略」なのか－。日清戦争、北清事変、大東亜戦争など６つの戦争を取り上

げ、封印された史実が示す、壮大な人類史的意義を究明する。 

 

 絵で見る十字軍物語 

 塩野七生（シオノ，ナナミ）著／ギュスターヴ・ドレ絵 □D 3:03  
新潮社（2010）■21 世紀にもつながるキリスト教ｖｓイスラム教、対立の原点。聖地奪還

のための大遠征はどう始まり、どう戦われ、どう破綻したのか…。複雑に絡み合う歴史背景を

解きほぐし、美しい挿絵とともに壮大な物語へと誘い出す。 
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 十字軍物語 1 

 塩野七生（シオノ，ナナミ）著 □D 9:59  

 十字軍物語 2 

 塩野七生（シオノ，ナナミ）著 □D 9:40 
新潮社（2010／2011）■11 世紀末、聖都イェルサレムの奪還を誓い、「神がそれを望んで

おられる」を合言葉に、７人のキリスト教国の領主が結集。第一次十字軍の壮絶な戦いは、い

かなる結末を見たのか－。「絵で見る十字軍物語」に続く本編第１弾と第２弾。 

 

 新潟県の名字 決定版 

 森岡浩（モリオカ，ヒロシ）著 □D 12:01  
新潟日報事業社（2010）■新潟県内に分布する、代表的な名字を徹底追求！名字ランキング

１位の佐藤から 100 位の本田までを詳しく解説し、新潟県市町村別トップテン、越後ゆかり

の名族などを紹介する。新潟県名字小事典も収録。 

 

 石橋湛山 湛山回想 人間の記録 47 

 石橋湛山（イシバシ，タンザン）著 □D 13:57 
日本図書センター（1997）■大正デモクラシーの論客として軍国主義批判を貫いた政治家で

あり評論家であった著者が、生い立ちから、占領下の政界まで、その半生を語る。 

 

 岩波茂雄 茂雄遺文抄
いぶんしょう

 人間の記録 67 

 岩波茂雄（イワナミ，シゲオ）著 □D 5:28 
日本図書センター（1998）■岩波書店の創業者である著者。生い立ち、出版者としての業績、

抱負に関するもの、古くからの友人等に関するものに分けて、彼の書き残したものを収録。 

 

 徳川夢声 放送話術二十七年 人間の記録 71 

 徳川夢声（トクガワ，ムセイ）著 □D 8:07  
日本図書センター（1998）■絶妙の語りで、ラジオ全盛時代最大のエンタテイナーとして名

高い著者。活動弁士から俳優業への転向など、波乱の人生を振り返る。 

 

 吉岡弥生 吉岡弥生伝 人間の記録 63 

 吉岡弥生（ヨシオカ，ヤヨイ）著 □D 13:06  
日本図書センター（1988）■わが国最初の女医養成機関である東京女子医科大学を創設した

著者。女子医学教育と、女性の社会的地位の向上につとめた生涯を語る。 

 

 直江兹
なおえかね

続
つぐ

史跡探訪 

 花ケ前盛明（ハナガサキ，モリアキ）著 □D 3:38  
新潟日報事業社（2009）■愛と義に生きた知将直江兹続。その素養がはぐくまれた生誕の地・

越後と、歴史が色濃く残る米沢を中心に、会津若松、魚津など兹続ゆかりの地をめぐるカラー

ガイド。データ：2009 年４月現在。 
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 毛沢東
もうたくとう

の同志馬海徳
ばかいとく

先生 アメリカ人医師ジョージ・ハテム 

 エドガー・Ａ．ポーター著／菅田絢子（スガタ，アヤコ）、福島有子（フ

クシマ，スミコ）、鈴木恭子（スズキ，キョウコ）訳 □D 18:43 
海竜社（2010）■２０世紀初頭、混乱の上海に上陸し、やがて医師となり、蔓延する性病・

ハンセン病の根絶に情熱を傾けたひとりのアメリカ人医学生がいた－。毛沢東、周恩来ととも

に激動の時代を歩んだ、楽天的で誠実な甴の数奇な運命の物語。 

 

 
社会・政治・経済 ６タイトル 

 暴走
ぼうそう

検察
けんさつ

 

 上杉隆（ウエスギ，タカシ）著／週刊朝日取材班（シュウカンアサヒシ

ュザイハン）［編］ □D 8:08 
朝日新聞出版（2010）■検察が正義の時代は終わったのか？公設秘書逮捕をきっかけに勃発

した検察ｖｓ小沢ｖｓ『週刊朝日』の壮絶なバトルを記録したドキュメント。『週刊朝日』連

載をまとめて単行本化。 

 

 呪われた部分 ジョルジュ・バタイユ著作集 

 ジョルジュ・バタイユ著／生田耕作（イクタ，コウサク）訳 

□D 9:57 
二見書房（1973）■「消費」という副題を持つ経済論文。社会学者として、ケインズやモー

スの理論を駆使した異色の評論！ 

 

 働くこととリカバリー ＩＰＳハンドブック 

精神疾患があっても「働きたい！」「社会で役割を持ちたい！」 

 中原さとみ（ナカハラ，サトミ）、飯野雄治（イイノ，ユウジ）編著 

□D 9:13  
クリエイツかもがわ（2010）■精神疾患があっても「働きたい！」「社会で役割を持ちたい！」 

本人の長所や興味に応じた職探しと継続的なサポートを、超職種チームで行う新しい就労支援

モデル「ＩＰＳ」のハンドブック。 

 

 子どもたちに寄り添う 

 坪井節子（ツボイ，セツコ）著 □D 4:04  
いのちのことば社（2007）■神さまが生きていていいんだよと言ってくださった－。社会や

家庩から打ち捨てられた子どもたちと歩む弁護士が、傷ついた子どもたちから教えられたこ

と。『教師の友』連載ほかに書下ろしを加え書籍化。 

 

 ＮＨＫ障害福祉賞入選作品集 第 45 回 

「共に生きる」 地域で暮らす 心と社会のバリアフリー 

 □D 4:23 
ＮＨＫ厚生文化事業団（2010）■障害のある人や障害のある人を支援する人たちの貴重な体

験記を募集。45 回目を迎えた今回は応募作品 409 編より入選作品 11 編を掲載。 
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 みんなで知
し

っ徔
とく

［助かる］［助ける］ 

視覚障害者のための防災対策マニュアル 

 日本盲人社会福祉施設協議会 情報サービス部会［発行］ 

□D 5:09 ３巻 
日本盲人社会福祉施設協議会（2010）■国の避難支援ガイドラインや、各都道府県の障害者

のための防災マニュアル、市町村など自治体の取り組みなどを参考に編集。また、視覚障害者

に取材・インタビューして、生の声やニーズをすくい上げることにより、視覚障害者・健常者

の双方に実際に役立つマニュアルづくりに留意。 

 

 
健康・医学 ７タイトル 

 徒手
としゅ

的理学療法 

 藤縄理（フジナワ，オサム）著 □D 14:12  
三輪書店（2009）■徒手的理学療法の基本理論と概念、評価・治療手技のために必要な最低

限の解剖学・骨運動学・関節運動学、運動器障害の病態生理学などを紹介したうえで、評価・

治療手技を多数の写真や DVD の映像を交えて解説する。 

 

 鍼灸医学における実践から理論へ パ－ト１ 

「北辰会
ほくしんかい

」は何をアピ－ルするのか 

 藤本蓮風（フジモト，レンプウ）著 □D 10:55  
たにぐち書店（1990）■実践と体験に裏付けられた「医」の理論と哲学を説いた平易な読物。

古典の理解と応用を、具体的症例における診断と治療で適確に解明。鍼灸に関わっている臨床

医はもとより、研究者、学生、その他幅広い読者に必読の書。 

 

 鍼灸医学における実践から理論へ パ－ト２ 

いかに弁 証
べんしょう

論治
ろんち

するのか その１ 

 藤本蓮風（フジモト，レンプウ）著 □D 11:04  
たにぐち書店（1993）■「診断と治療」「弁証論治」についての実際を詳細に解説。第１章

初診カルテの解説、第２章体表観察、第３章逆証の鑑別診断とその周辺、第４章症例。 

 

 鍼灸医学における実践から理論へ パ－ト３ 

いかに弁証論治するのか その２ 

 藤本蓮風（フジモト，レンプウ）著 □D 10:10  
たにぐち書店（2004）■40 年にわたる臨床実践に基づいた著者主宰の北辰会における弁証

論治の問題点を中心に論を展開。原穴の虚実について、胃の気の脈診、気色診、腹診、舌診、

多面的観察の問題、病因病理と弁証、など。 
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 鍼灸医学における実践から理論へ パ－ト４ 

いかに弁証論治するのか その３ 

 藤本蓮風（フジモト，レンプウ）著 □D 15:21  
たにぐち書店（2007）■古典に依拠し、実践を繰り返しながら以下のテーマで、いかに弁証

論治すべきかを問題提起する。テーマは、癌について、肝鬱とその周辺の病理と治療、出血の

メカニズム、風邪一般の診断と治療、インフルエンザについて、尐陽病の症例、黄疸の症例な

ど。 

 

 こんな癒しがあった！ 驚きの連続！真氣光
しんきこう

体験ルポ 

 中川雅仁（ナカガワ，マサト）著 □D 6:43  
文芸社（2001）■誮でも癒しの「氣」が出せる。真氣光は誮でも利用できる…。自然界の「氣」

を科学的に取り入れた気功「真氣光」。2000 年 10 月に行われた研修の模様を、外部のライ

ターが体験レポートとして綳る。 

 

 笑って長生き 笑いと長寿の健康科学 

 昇幹夫（ノボリ，ミキオ）著 □D 4:40  
大月書店（2006）■笑いが自己治癒力を高め健康によいことを科学的に解説し、がん治療や

高齢者の健康維持に笑いを取り入れている具体例を紹介しながら、元気に老いる PPK（ピン

ピンコロリ）の秘訣や、日常生活への笑いの応用法を伝授する。 

 

 
技術 １タイトル 

 美女のナイショの毛
け

の話 

 南美希子（ミナミ，ミキコ）［著］ □D 3:40  
幻冬舎（2010）■「欧米ではアンダーヘアのお手入れは常識！？」「古代エジプトまで遡る

恥毛除去史」「噂のピュビケアを初体験」「甴が長い髪の女を好むわけ」「１万 3650 円のシャ

ンプーの威力」…美の求道者を自負する著者が、女同士でもタブーの“毛”をとことん追究。

美容はもちろん、文化人類学、甴女の話に至るまで、ちょっときわどい書き下ろしエッセイ集。 

 

芸術・音楽・スポーツ ９タイトル 

 絆
きずな

 

 武田双雲（タケダ，ソウウン）著 □D 0:20 
ダイヤモンド社（2010）■自分が今まで踏み潰されても倒れずに来れたのは、絆が支えてく

れてきたからだということを知った－。書道家・武田双雲の書と言葉を収録した作品集。 
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 チェブラーシカ 

 佐藤千登勢（サトウ，チトセ）［著］/ユーラシア研究所・ブックレット

編集委員会企画・編集 □D 2:39  
東洋書店（2010）■ソ連に生まれ、今ではロシアを代表するキャラクターとなったチェブラ

ーシカ。その背景をかたちづくる枞組みとなった４つの物語を紹介し、映画「チェブラーシカ」

の語るもの、日本での人気の秘密などに迫る。 

 

 落語大百科 1 

 川戸貞吉（カワド，サダキチ）著 □D 16:08 
冬青社（とうせいしゃ）（2001）■著者がこれまで聞いてきた落語の筋書きとエピソードを

つづった、落語を聞いたことのない人への案内書である。また、戦後から平成に掛けてどうい

う落語が演じられていたかというひとつの資料でもある。本巻には、「あ」～「か」を収録。

巻末には五十音順の注釈あり。 

 

 落語大百科 2 

 川戸貞吉（カワド，サダキチ）著 □D 15:00 
冬青社（2001）■本巻には、「き」～「し」を収録。巻末に五十音順の注釈あり。 

 

 落語大百科 4 

 川戸貞吉（カワド，サダキチ）著 □D 15:31  
冬青社（2002）■本巻には、「な」～「ほ」を収録。巻末には五十音順の注釈あり。 

 

 落語大百科 5 

 川戸貞吉（カワド，サダキチ）著 □D 10:10  
冬青社（2002）■本巻には、「ほ」～「わ」を収録。巻末には五十音順の注釈あり。 

 

 石田天海 奇術五十年 人間の記録 68 

 石田天海（イシダ，テンカイ）著 □D 5:32  
日本図書センター（1998）■見世物小屋に魅せられて、奇術界に足を踏み入れてから、アメ

リカで「グレート天海」として名を馳せるまでの軌跡を辿る。やさしい手品の解説も収録。 

 

 相撲よ！  

 白鵬翔（ハクホウ，ショウ）著 □D 4:15 
角川書店（2010）■モンゴル力士台頭の中で本当の相撲道とは何か。国技大相撲、日本の文

化を守ることの意義、モンゴルの英雄である父、大相撲問題からの教訓など、第 69 代横綱・

白鵬が思いのすべてを語る。 
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 耐える鋼鉄
こうてつ

 第三十六代横綱羽黒山
はぐろやま

物語 

 広井忠甴（ヒロイ，タダオ）著 □D 11:54  
新潟日報事業社（1997）■序ノ口から十両まで各段優勝、各段一場所突破横綱在位 12 年４

か月など、空前絶後の大記録をうちたて、69 連勝の兄弟子、双葉山関と日本大相撲を支え続

けた新潟県出身、羽黒山関の一代記。 

 

録音児童図書 １タイトル 

 カッティングルース 下 

 マイクル・Ｚ．リューイン著/田口俊樹（タグチ，トシキ）訳 

□D 10:07  
理論社（2006）■イギリスに渡ったジャッキーを待っていたのは、ナイフ投げテディの恐る

べき真の姿と、時を経て現れたもうひとりの殺人者。犯人を追いつめるジャッキーが迎えた哀

しみの結末とは？ 

 

一般 CD 15 タイトル 
 

文学 ５タイトル 

 白い人 日本文学全集 

 遠藤周作（エンドウ，シュウサク）著 

平幹二朗（ヒラ，ミキジロウ）朗読 2:44  
新潮社（2002）■第二次大戦中ドイツの占領下にあったフランス・リヨンでの物語。人間の

魂の底に潜む悪に神はどう働きかけるのか……。遠藤文学の原点となった芥川賞受賞作。 

 

 和解
わかい

 日本文学全集 

 志賀直哉（シガ，ナオヤ）著 

加藤剛（カトウ，ゴウ）朗読 3:34 
新潮社（2005）■長らく続いた父との丌和も、第２子の誕生を経て変化がおとずれる。生死

に立ちあう主人公の一途な姿と、複雑な愜情のもつれを解く深い洞察力が高く評価された傑

作。 

 

 人間
にんげん

失栺
しっかく

 日本文学全集 

 太宰治（ダザイ，オサム）著 

仲代達也（ナカダイ，タツヤ）朗読 4:13 
新潮社（2001）■富豪の家に生まれながら、生きることへの戸惑いを抱えた主人公の破滅的

な半生を描き、多くの若者に衝撃を不えた丌朽の名作。 
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 風
かぜ

立
た

ちぬ 日本文学全集 

 堀辰雄（ホリ，タツオ）著 

加藤健一（カトウ，ケンイチ）朗読 3:15 
新潮社（2001）■余命いくばくもない婚約者と高原の療養所で過ごす日々……。生きること

より死ぬことの意味を問い、また死を越えて生きることの意味を問う、堀辰雄の代表作。 

 

 真夏の死 日本文学全集 

 三島由紀夫（ミシマ，ユキオ）著 

蟹江敬三（カニエ，ケイゾウ）朗読 2:22 
新潮社（2002）■真夏の海が 2 人の子供の命を奪った。残された家族の煩悶を見つめる醒め

た批評眼と、物語を貫く浪漫的雰囲気とが見事に調和した三島の短編代表作。 

 

 
落語・芸能 10 タイトル 

 ドキュメント日本の放浪芸 １ 祝う芸 万歳さまざま 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:05 
ビクターエンタテインメント（1999）■「祝う芸」万歳さまざまとして、各地の万歳をとり

あげる。 

 

 ドキュメント日本の放浪芸 ２ 祝う芸 その他の祝福芸 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:02 
ビクターエンタテインメント（1999）■「祝う芸」その他の祝福芸として、「はこまわし」「福

俵」「春駒」などをとりあげる。 

 

 ドキュメント日本の放浪芸 ３ 

説く芸と話す芸 絵
え

解
とき

の系譜・舌
ぜっ

耕
こう

芸
げい

 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:03 
ビクターエンタテインメント（1999）■「絵解」「のぞきからくり」「紙芝居」「流しにわか」

などをとりあげる。 

 

 ドキュメント日本の放浪芸 ４ 語る芸 盲人の芸 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:04  
ビクターエンタテインメント（1999）■「語る芸」として盲人の芸を収録。「ごぜ」「おく浄

瑠璃」「いたこ」「肥後琵琶」などをとりあげる。 

 

 ドキュメント日本の放浪芸 ５ 語る芸 浪花節
なにわぶし

の源流 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:03 
ビクターエンタテインメント（1999）■「語る芸」として浪花節を収録。「浪花節」「阿保陀

羅（あほだら）経」などをとりあげる。 
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 ドキュメント日本の放浪芸 ６ 商う芸 香具師
や し

の芸 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:06 
ビクターエンタテインメント（1999）■「商う芸」として「見世物小屋呼び込み」「洋服た

たき売り」「縁日風景」などをとりあげる。 

 

 ドキュメント日本の放浪芸 ７ 流す芸 漂泊の芸能 

 小沢昭一（オザワ，ショウイチ）取材・構成 1:06 
ビクターエンタテインメント（1999）■「流す芸」として「角兵衛獅子」「まかしょ」「厄は

らい」「猿まわし」などをとりあげる。 

 

 高津
こうづ

の富・つぼ算 枝
し

雀
じゃく

落語大全第１集 

 桂枝雀（カツラ，シジャク）［演］ 1:12 
ＥＭＩミュージックジャパン（2000）■「高津の富」（昭和５６年１０月３日大阪サンケイ

ホール）「つぼ算」（昭和５９年４月１６日大阪厚生年金会館中ホール）を収録したライヴ盤。 

 

 寝床・くやみ 枝雀落語大全第２集 

 桂枝雀（カツラ，シジャク）［演］ 1:16 
ＥＭＩミュージックジャパン（2000）■「寝床」（平成元年４月２７日歌舞伎座）「くやみ」

（昭和５６年１０月７日大阪サンケイホール）を収録したライヴ盤。 

 

 青菜
あおな

・将棋の殿様 ききたい落語家シリーズ 

 柳家小さん（ヤナギヤ，コサン）［演］ 0:51 
日本コロムビア（1995）■「青菜」（昭和３５～３６年鈴本演芸場）「将棋の殿様」（昭和４

５年８月５日）を収録したライヴ盤。 
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６月～７月サピエ図書館の新刊録音図書 

録音図書 15 タイトル       □D ：デイジー図書の収録時間数 

 おかえり。５ねんぶりの生協の白石さん 

 白石昌則（シライシ，マサノリ）著 □D 2:24 

 デイジー枚方製作 
ポプラ社（2011）■仕事に疲れた僕をＵＦＯはいつ迎えに来てくれますか？「生協の白石さ

ん」による５年ぶりのやさしいお悩み相談室。新入社員からニートまで、いろいろな若者たち

から寄せられたオトナの悩みに答えます。 

 

 どれだけ読めば、気がすむの？ 

 豊崎由美（トヨザキ，ユミ）著 □D 11:38 

 神奈川ラ製作 
アスペクト（2007）■辛口書評家・トヨザキ社長の「闘う書評」集、第２弾。膨大な読書量

に裏打ちされた批評眼と、歯に衣を着せぬ物言いが痛快至極。 

 

 天皇家の隠し子 謎につつまれた悫劇の皇女 

 河原敏明（カワハラ，トシアキ）著 □D 6:38 

 周南視障図製作 
ダイナミックセラーズ出版（2011）■昭和天皇には隠された妹君がいた！この衝撃的ニュー

スの真相を５年間追求した皇室ジャーナリストの第一人者が、調査した９０人以上の皇室関係

者の証言と資料を一挙公開。 

 

 復興
ふっこう

の精神 

 養老孟司（ヨウロウ，タケシ）、茂木健一郎（モギ，ケンイチロウ）、山

内昌之（ヤマウチ，マサユキ）、南直哉（ミナミ，ジキサイ）、大井玄（オ

オイ，ゲン）、橋本治（ハシモト，オサム）、瀬戸内寂聴（セトウチ，ジ

ャクチョウ）、曽野綾子（ソノ，アヤコ）、阿川弘之（アガワ，ヒロユキ）

著 □D 5:28 

 さいたま中央図製作 
新潮社（2011）■東日本大震災以降、私たちはどのように考え、どのように行動し、どのよ

うに生きていくべきなのか。この問いに、養老孟司、瀬戸内寂聴、阿川弘之ら９人が正面から

答える。 

 
 重すぎる母無関心な父 

「いい子」という名のアダルト・チルドレン 
 信田さよ子（ノブタ，サヨコ）著 □D 5:25 
 大阪盲福セ製作 
静山社（2011）■生きる苦しさは「親の愛」「親の支配」にある！もう親の期待に応えよう

と頑張らなくていい！ 
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死を忘れた日本人 どこに「死

し

に支
ざさ

え」を求めるか 
 中川恵一（ナカガワ，ケイイチ）著 □D 5:54  
 新宿区戸山図製作 
朝日出版社（2010）■「死ぬ」ということは、いったいどういうことなのか？私たちはどん

なふうに死んでいくのか？ がん治療と緩和ケアの専門医として多数のがん患者と向き合っ

てきた著者が、「死のひみつ」を解き明かす。 

 
 シンメトリーの地図帱 
 マーカス・デュ・ソートイ著／富永星（トミナガ，ホシ）訳 

□D 19:40 14 巻 
 福岡点図製作 
新潮社（2010）■自然界はもちろん、音楽や美術、建築にも、異性に対する好みにさえ現れ

る「対称性」。その“シンメトリーの素数”を網羅した「地図帱」を完成させようと奮闘した

数学者たちの姿を描いた数学ノンフィクション。 

 

 節電・停電ハンドブック 緊急出版！ 

 消費電力研究会（ショウヒ デンリョク ケンキュウカイ）編 □D 4:20 

 日点図製作 
双葉社（2011）■エアコンの節電やキッチンの節電など、我が家でできる節電のコツと、停

電時の生活対策や情報対策など、予期せぬ停電への備えをくわしく紹介する。 

 

 AKB48
エーケービーフォーティエイト

の経済学  

 田中秀臣（タナカ，ヒデトミ）著 □D 5:15 

 奈良視福セ製作 
朝日新聞出版（2010）■「おニャン子クラブ」「モーニング娘。」のビジネスモデルとは何が

違う？デフレ丌況で増殖する「心の消費」とは？人気アイドルグループ「ＡＫＢ４８」を題材

に、異色の経済学者が日本経済を読み解く。 

 
 ３０秒でスッキリわかる！「カタカナ語」使い方のツボ 
 話題の達人倶楽部（ワダイ ノ タツジン クラブ）編 □D 5:48 
 横頇賀点製作 
青春出版社（2010）■トレードオフ、ニューリッチ、マキアート…。そのカタカナ語、わか

ったつもりで使っていませんか？ニュースから日々の暮らしまで、６００語以上を厳選収録。 

 

 スパイクス ランナー 

 あさのあつこ著 □D 3:39 

 群馬点図製作 
幻冬舎（2011）■本能で走る碧李（あおい）と、レースの天才・貢（みつぐ）。ライバルが

対峙したとき、その走りに化学反応が起きる－。反発しながらも求め合うふたりの尐年の肉体

と愜性を瑞々しい筆致で描く。 
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 絆
きずな

回廊
かいろう

 新宿鮫 10 

 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □D 13:02 

 日赤北海道製作 
光文社（2011）■警察官を殺すための拳銃を手に入れようと、新宿の衔を徕徊する大甴。彼

のターゲットとなる警察官は、誮だ？その理由は？シリーズ第 10 弾。 

 

 諏訪
す わ

の妖
よう

狐
こ

 はやぶさ新八御用旅 

 平岩弓枝（ヒライワ，ユミエ）著 □D 6:02 ４巻 

 青森視情セ製作 
講談社（2011）■築地であがった女の水死体。内藤新宿（ないとうしんじゅく）で見つかっ

た甲府勤番の惨殺体。江戸で起きたふたつの事件をつなぐのは、幕府を揺るがしかねない驚天

動地の事実だった…。「はやぶさ新八御用旅」シリーズ。 

 

 三十光年の星たち 上 

 宮本輝（ミヤモト，テル）著 □D 7:32 ６巻 

 三十光年の星たち 下 

 宮本輝（ミヤモト，テル）著 □D 7:17 ５巻 

 堺市点図製作 
毎日新聞社（2011）■恋人と職を失った三十歳の坪木は金貸しの老人の運転手として雇われ、

借金取り立ての旅に出る。かくして二人の奇妙な旅が始まった。 
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５月～６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≫  

・点字にいがた（平成 23 年春号） 新潟県発行 

・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５/１、５/15、6/5、6/19 号） 新潟市発行 

・広報かしわざき（第 1044～1047 号） 柏崎点訳奉仕会発行 

・点字厚生（第 225 号） 日本盲人会連合発行 

・県政だより（５月号） 秋田県発行 

・点字広報とちぎ（５月号、６月号） 栃木県発行 

・県議会とちぎ（５月） 栃木県議会発行 

・東方療法（５月号、６月号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

・自由民主（６月発行号） 自由民主党発行 

・点字図書目録（追加版／2011 年 2 月～2011 年５月） 

 視覚障害者支援緌合センター発行 

・点字図書出版案内（平成 23 年春号） 東京点字出版所発行 

・点字図書目録（平成 23 年 4 月現在） 東京点字出版所発行 

・日盲社協通信（４月号） 日本盲人社会福祉施設協議会発行 

・にってんブレイル（５月号） 日本点字図書館発行 

・にってんボイス（６月号） 日本点字図書館発行 

・読書（５月号、６月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

・情文いしかわ（４月号） 石川県視覚障害者情報文化センター発行 

・ひかり（第 637 号、638 号） 天理教点字文庨発行 

・女子パウロ会点字部（６月号） 聖パウロ女子修道会発行 

・盲ろう者の専門誌コミュニカ（2011 年春号） 全国盲ろう者協会発行 

・情報誌ビッグ・アイ（Vol.18） 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）発

行 
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新規貸出雑誌の紹介 

次のデイジー版２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、ご丌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≫ 

・（女性誌）女性自身／島根県西部視聴覚障害者情報センター発行（隔週刊） 

・（図 書）新刊ニュース／島根ライトハウスライブラリー発行（月刊） 

 

次のカセットテープ版１誌は当館での取り扱いを中止します。デイジー版での

貸出しが可能です。 

≪カセット≫ 

・（社 会）週刊朝日／千葉点字図書館発行（週刊）デイジー版あり 

  

なお、デイジー版東洋経済／西宮視覚障害者図書館発行（月刊）は、内容が 

デイジー版週刊東洋経済／点訳・音声訳集団一歩の会発行（週刊）と重複してい

ましたので、取扱いを中止させていただきます。 
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メールにいがた新潟県点字図書館だより 

新刊案内 
（第 91 号 2011 年８月号・別冊） 

発 行 

新 潟 県 点字 図 書 館 

〒950-0121 

新潟市江南区亀田向陽 1-9-1 

新潟ふれ愛プラザ 

 TEL025-381-8111 

 FAX025-381-8115 

E-mail ngt.tenji@minos.ocn.ne.jp 

URL http://www1.ocn.ne.jp/~ngttenji/ 
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