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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 92 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。
D は、デイジー図書の
■デイジー図書をお聞きになるには専用機が必要です。（□

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８月〜９月登録の新刊
点字図書新刊
文学
１

20 タイトル

14 タイトル

永遠の未完成 どうする？原発
桑原正史（クワバラ，マサシ）発行 1 冊

桑原正史（2011）■いま、日本には当然のような顔をして 54 基もの原発がある。しかし、
原発は地球にやさしいだろうか？原発に頼っていていいのだろうか？小さな疑問の声を聞い
てほしい。そして、一緒に考えてほしい。たとえあなたの答えがどっちになるにしろ。

２

らしんばん

羅針盤 詩集
四方健二（ヨモ，ケンジ）著 1 冊

郁朋社（いくほうしゃ）（2005）■難病筋ジストロフィーと闘い声を失いながらも、豊穣な
言葉の海に身を挺して漕ぎ出した精鋭詩人の珠玉の「ことだま集」。
あるふぁ

３

毎日俳句大賞 2010 作品集 第 14 回 俳句 α 増刊号
「毎日俳句大賞」事務局（マイニチ ハイク タイショウ ジムキョク）
編 8冊

毎日新聞社（2010）■受賞作を抜粋点訳。
はんとう ゆ う じ

４

半 島 有事3 ソウル・レジスタンス
大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊

中央公論新社（2011）■北朝鮮軍コマンドに占拠された韓国主要都市。ソウルでは、在韓日
本大使と駐在武官らが中心となってレジスタンス組織を結成し、反撃の機会をうかがってい
た。怒涛の第３巻。

1

メールにいがた第 92 号（2011 年 10 月号）別冊
しんしょこく

５

べに くじゃく

新 諸 国 物語 完全版 第２巻 紅 孔 雀 ／オテナの塔／七つの誓い
北村寿夫（キタムラ，ヒサオ）著／末国善己（スエクニ，ヨシミ）編
19 冊

作品社（2010）■ラジオドラマ、東映映画、ＴＶドラマ、ＮＨＫ人形劇などで一世を風靡し
た１９５０〜７０年代の名作シリーズの全小説を集大成。第２巻では、「紅孔雀」「オテナの
塔」「七つの誓い」の正編全３作品を収録。

６

地図にない沼
佐賀潜（サガ，セン）著

5冊

光文社（1969）■（推理小説）相続、贈与、不倫、横領等をテーマにした９話の短編推理小
説集。民法・刑法・商法の条文をうまく利用して犯罪を成功させる物語。男女関係を絡ませな
がら主人公が悪知恵を働かす筋書きは興味深くおもしろい。

７

不正会計
杉田望（スギタ，ノゾム）［著］ 5 冊

講談社（2009）■監査法人の会計士・青柳（あおやぎ）は粉飾幇助の疑いから組織を、己の
正義を、守ることができるのか？未曾有の企業不正を描く経済小説。

８

不在の部屋
曽野綾子（ソノ，アヤコ）著

10 冊

文芸春秋（1980）■修道院の戒律の民主化は規律も秩序も乱れに乱れ、ついには神も不在と
なった…修道女となった新興財閥の娘を主人公に、修道女の生活と魂の荒廃を描く問題長篇。

９

ドナーズ・ハイ
丸山正則（マルヤマ，マサノリ）著 3 冊

新潟日報事業社（2010）■「臓器提供」、その崇高な行為の先にあるものは･･･。死の絶望か
ら命の一部が生き続けるという希望への転換。救命救急医が書き下ろした、移植医療小説。
こいぶみ

10

ごけにんふうらいしょう

恋 文 御家人風来抄
六道慧（リクドウ，ケイ）［著］ 4 冊

幻冬舎（2010）■（時代・歴史小説）ひと仕事終えた同じ夜、賊に襲われた田原藩士・渡辺
登（わたなべのぼる）を助けた弥十郎。三度にわたり起きた藩士襲撃の賊は風来屋をかたって
いた。「月見の宴」に仕掛けられた罠を弥十郎は切り抜けられるのか？

11

夏樹静子／森瑤子／皆川博子 女性作家シリーズ 18
夏樹静子（ナツキ，シズコ）／森瑤子（モリ，ヨウコ）／皆川博子（ミ
ナガワ，ヒロコ）著 8 冊

角川書店（1998）■いつもそばに置きたい、わたしの文学。女の生き方。『足の裏』『秘めら
れた心中』『一瞬の魔』夏樹静子／『情事』『イヤリング』『別れの予感（抄）』森瑤子／『巫子』
『景清（かげきよ）』『化蝶記（けちょうき）』皆川博子
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12

日本語えとせとら ことばっておもしろい
阿刀田高（アトウダ，タカシ）著 3 冊

時事通信出版局（2010）■物の豊かさばかりを求める文化には反省が生じている。そんな今
日このごろ、改めて日本語の豊かさ、おもしろさに思いを馳せてみよう−。日本語について語
るほか、３２冊の書評を収録。

13

夏目漱石全集 7
夏目漱石（ナツメ，ソウセキ）著 10 冊

筑摩書房（1988）■近代知識人の孤独と苦悩を描く『行人（こうじん）』、満州・韓国の訪問
記『満韓ところどころ』、明治４３年に倒れたいわゆる『修善寺の大患（たいかん）
』当時の心
境をつづる『思い出す事など』を同時収載。

14

お菊さん
ピエル・ロチ作/野上豊一郎（ノガミ，トヨイチロウ）訳

4冊

岩波書店（1929）■海軍士官が初めて長崎に来て、可憐なムスメとすごしたひと夏の日記。
ロチの異国趣味から今日の目には不可思議なニッポンの姿が浮かぶ。

歴史・伝記 １タイトル
15

つ ぎ の すけ

河井継之 助 のことば
稲川明雄（イナガワ，アキオ）著 1 冊

新潟日報事業社（2010）■激動の時代を制した継之助の精神性を象徴する多くのことばは、
現代の私たちの胸にも迫る。

社会・政治・経済 ３タイトル
16

地方自治法
［総務省］ 9 冊

総務省法令データ提供システム（2010）■地方公共団体の区分、組織、運営の大綱を定める
とともに、国と地方公共団体との基本的関係を規定した法律。現行の平成 22 年６月４日改正
内容全文を点訳。

17

視覚障害者の職場定着推進マニュアル
ともに働く職場をめざして 障害者職域拡大マニュアル
高齢・障害者雇用支援機構雇用開発推進部企画 3 冊

高齢・障害者雇用支援機構雇用開発推進部（2010）■視覚障害者の雇用促進、職場定着を目
的に、雇用事例、職場における配慮事項、支援機器や制度等を解説。最新の情報を踏まえた
1999 年３月初版の改訂版。
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18

自殺対策白書（概要版） 平成 22 年版
［内閣府政策統括官（共生社会政策担当）編］ 2 冊

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）（2010）■我が国での自殺の現状、自殺対策の経緯
等を説明するとともに、平成 21 年度に政府が講じた施策の概要をまとめる。

産業
19

１タイトル

交通安全白書（概要版） 平成 22 年版
［内閣府政策統括官（共生社会政策担当）編］ 2 冊

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）（2010）■陸上、海上及び航空の分野ごとに、平成
21 年度の交通事故の状況及び交通安全施策の実施状況、平成 22 年度の交通安全施策の計画
の概要をまとめたもの。

芸術・芸能・スポーツ
20

１タイトル

適当論
高田純次（タカダ，ジュンジ）著 2 冊

ソフトバンククリエイティブ（2006）■発言の「適当さ」「無責任さ」が魅力となり、ファ
ンの多い高田純次。どうすれば「適当」でも愛されるのか？ 彼の発言や半生から、その思考
をトレースし、適当かつ楽しく生きる方法を学ぶ。精神科医・和田秀樹氏の分析も収録。

点字児童図書
21

６タイトル

内科・オバケ科ホオズキ医院 オバケだって、カゼをひく！
富安陽子（トミヤス，ヨウコ） １冊

ポプラ社（2006）■鬼灯（ほおずき）医院は、今ぼくたちが住んでいる世界とは、ちょっと
べつの所にたっていて、だれもがそこへいけるってわけじゃない。世界にたった一人のオバケ
科の名医、鬼灯京十郎先生とぼくが、なぜあうことになったかというと…?小学校中学年から。

22

火曜日のごちそうはヒキガエル ヒキガエルとんだ大冒険１
ラッセル・Ｅ．エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳

１冊

評論社（2008）■ウォートンとモートンは、ヒキガエルのきょうだい。二ひきは、なかよく
土の中の家でくらしています。冬のある日、ウォートンはおばさんをたずねることにしました。
ウォートンがスキーですべっていくと、雪の上に黒い影！見上げると、ミミズクが大きなつば
さを広げて…。小学校中学年から。

23

消えたモートンとんだ大そうさく ヒキガエルとんだ大冒険２
ラッセル・Ｅ．エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳

１冊

評論社（2008）■春の終わりごろのとても気持ちのいい朝、ウォートンとモートンは、ハイ
キングに出かけました。ところが夜になると、大雨がふって川はあふれんばかり。二ひきは、
川のそばに張ったテントごと押し流され、はなればなれになってしまいました。小学校中学年
から。
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24

ウォートンのとんだクリスマスイブ ヒキガエルとんだ大冒険３
ラッセル・Ｅ．エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳 １冊

評論社（2008）■クリスマス・イブが待ちきれないウォートンは、昼の時間があっという間
にすぎるようにと、池にスケートに出かけました。帰りに道にまよってしまい、おまけに雪が
ふってきました。ウォートンは、同じように道にまよったモグラのモンローとふぶきの森の中
をあちらこちら。そのうち洞穴を見つけて、「ヤ…ヤ…ヤッホー!」ところが、そこに住んでい
たのは、大きな、大きな…。小学校中学年から。

25

チャンプ 風になって走れ！
マーシャ・ソーントン・ジョーンズ作／もきかずこ訳 ３冊

あかね書房（2008）■交通事故で大けがをした「チャンプ」をひきとったライリー。ライリ
ーはチャンプのために、犬の障害物競走「アジリティー」の練習をはじめるが…。悩み、壁に
ぶつかりながら成長していく少年のすがたをえがく。小学校高学年から。

26

マンホールの少女サンダーレの夢
カロリン・フィリップス著／たかおまゆみ訳

３冊

合同出版（2008）■ルーマニア、ブカレストのストリートで暮らす少女サンダーレ。晴れの
日は駅前の公園を、雨の日はマンホールを“家”にして、物ごい、スリ、ゴミ箱あさり、ドラ
ッグ…の毎日。サンダーレのたったひとつの夢、それは自分を“捨てた”お母さんともう一度
いっしょに暮らすこと。母親との再会の夢を胸に社会の底辺を生きる少女と、そんな彼女に同
情する青年は、反発し合い傷つけ合いながらも徐々にこころを通わせていきます。中学生から。

８月〜９月サピエ図書館の新刊点字図書
点字図書 10 タイトル
27

稼ぐ人の思考法 年収が上がる人はどっち？
竹内謙礼（タケウチ，ケンレイ）著 ２冊
長崎視障セ製作

中経出版（2010）■年収 300 万円で終わる人と、1000 万円稼げる人はどう違う？稼ぐ力
のあるビジネスマンの考え方や行動パターンを分析し、「稼ぐ人はどのように物事を考えてい
るか」を２択の問題形式でわかりやすく解説。

28

アフター・ザ・クライム 犯罪被害者遺族が語る「事件後」のリアル
藤井誠二（フジイ，セイジ）著 ５冊
名古屋ラ盲製作

講談社（2011）■大阪市浪速区・姉妹殺害事件、東京都文京区音羽・女児殺害事件など、日
本中を震撼させた凶悪事件の被害者遺族が「事件後」からの苦しみを語り尽くす。社会派ノン
フィクション。
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29

ぼく、字が書けない だけど、さぼってなんかいない
発達障害〈ＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペルガー症候群〉の読み書き困難
滋賀大キッズカレッジ手記編集委員会編 ３冊
とちぎ視情セ製作

文理閣（2010）■読み書きの困難とはどんなものか、子どもと親はどんな苦しみをしている
のか。「読み書き困難」の特徴や学校での対応を、子どもや保護者が本音で語る。学校の取り
組みや努力、滋賀大キッズカレッジの理念と指導方法も紹介。

30

医療鎖国 なぜ日本ではがん新薬が使えないのか
中田敏博（ナカダ，トシヒロ）著 ４冊
群馬点図製作

文芸春秋（2010）■海外では多くの命を救っている最先端の医薬品が日本では使えない。医
療「後進国」になってしまった日本の医療をどうすべきか。医師にして医療分野のベンチャー
キャピタリストとして活躍する著者による警世の書。

31

元気になる！日本の森を歩こう
日本の森を歩く会著 ３冊
横須賀点製作

カラー版

洋泉社（2011）■屋久島、白神山地といった世界遺産指定の原生林から、里山、明治神宮の
森、万博公園の森といった都会にある森まで…。生命力に溢れ、リフレッシュできる森林、そ
の魅力と楽しみ方を徹底ガイド。

32

お母さんに手紙をください
大手小町編集部（オオテ コマチ ヘンシュウブ）編 ２冊
日赤北海道製作

飛鳥新社（2011）■「私を本当のお母さんだと思って、手紙を書いてくれませんか」掲示板
『発言小町』での呼びかけに集まった、たくさんの手紙。感謝、やるせない気持ち、謝罪、決
意など、お母さんへのさまざまな思いが詰め込まれています。

33

名短篇ほりだしもの
北村薫（キタムラ，カオル）
，宮部みゆき（ミヤベ，ミユキ）編
早川福祉製作

４冊

筑摩書房（2011）■「過呼吸になりそうなほど怖かった！」と宮部みゆきが思わず口にした、
ほりだしものの名短篇！宮沢章夫「だめに向かって」、片岡義男「吹いていく風のバラッド」、
内田百閒「亀鳴くや」、久野（くの）豊彦「虎に化ける」、伊藤人譽（ひとよ）「穴の底」
、織田
作之助「天衣無縫」など、目利き二人を震わせた短篇が勢揃い。
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34

赤の他人の瓜二つ
磯崎憲一郎（イソザキ，ケンイチロウ）著
光の会製作

２冊

講談社（2011）■血の繋がっていない、その男は、私にそっくりだった。青年の労働の日々
はやがて、目眩くチョコレートの世界史へと接続する−。『群像』掲載を書籍化。

35

ストーリー

セラー

Ｓｔｏｒｙ Ｓｅｌｌｅｒ 2011
道尾秀介（ミチオ，シュウスケ）
，近藤史江（コンドウ，フミエ）
，有川
浩（アリカワ，ヒロ），米沢穂信（ヨネザワ，ホノブ），恩田陸（オンダ，
リク），湊かなえ（ミナト，カナエ）著 ４冊
埼点研製作

新潮社（2011）■小説新潮 2011 年５月号特別閉じ込み別冊。暗がりの子供 道尾秀介著．
トゥラーダ 近藤史江著．Ｒ−１８-二次元規制についてとある出版関係者たちの雑談 有川
浩著．万灯（まんとう） 米沢穂信著．ジョン ファウルズを探して 恩田陸著．約束 湊か
なえ著．

36

宇宙飛行士オモン・ラー
ヴィクトル・ペレーヴィン著／尾山慎二（オヤマ，シンジ）訳
名古屋ラ盲製作

３冊

群像社（2010）■月にあこがれて宇宙飛行士になったソ連の若者オモンに下された命令は、
帰ることのできない月への特攻飛行！ロシアのベストセラー作家ペレーヴィンが描く、地上の
スペース・ファンタジー。
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録音図書新刊
文学
37

53 タイトル

D ：デイジー図書の収録時間数
□

19 タイトル

にいがた市民文学 第 13 号
「にいがた市民文学」運営委員会編集

D 19:20
□

新潟市（2010）■新潟市民の文芸作品集。平成 22 年度版。

38

大西泰世句集
D 2:29
大西泰世（オオニシ，ヤスヨ）著 □

砂子屋（すなごや）書房（2008）■対岸へ男の骨を置きざりに 蝶落ちて三千世界樹が匂う
少年をよごす月光青畳ほか、「椿事（ちんじ）」「世紀末の小町」「こいびとになってくださいま
すか」を完全収録。

39

きつねうどん
阪田寛夫（サカタ，ヒロオ）詩

D 1:03
□

童話屋（2011）■なりたいなりたい なりたいなりたい おとなになりたいたい おとなに
なったら コーヒーをのんじゃう（「おとなマーチ」より） 涙あり、笑いあり、恋ごころ、
スケベエあり。阪田寛夫の抱腹絶倒詩集。

40

クロカミ 国民死刑執行法
D 5:30
今井恭平（イマイ，キョウヘイ）著 □

現代人文社（2008）■死刑執行人が無作為抽出で選ばれることになったら…。執行人として
の出頭を求める「クロカミ」が届いてから執行までの間に、人は何を感じ、どう行動するのか。
裁判員制度の施行を前にして、「死刑」というシステムの意味を問う異色の小説。

41

カルテット 4 解放者（リベレイター）
D 5:20
大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □

角川書店（2011）■千人もの若者を集めてゲリラ的に行われる野外ＤＪイベント・解放区と
破壊工作を繰り返すリベレイターと呼ばれる一団。二つの集団に接点を見出したクチナワは、
解放区への潜入捜査を命じる。ダンサーのケンに心奪われるカスミ、嫉妬に苦しむタケル。無
関係と思われた情報の断片が集まるとき、巨大な敵が姿を現す。
きずな かいろう

42

絆 回 廊 新宿鮫 10
D 13:02
大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □

光文社（2011）■警察官を殺すための拳銃を手に入れようと、新宿の街を徘徊する大男。彼
のターゲットとなる警察官は、誰だ？その理由は？「ほぼ日刊イトイ新聞」連載を単行本化。
シリーズ第 10 弾。
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43

新吾十番勝負 2 お鯉の巻
川口松太郎（カワグチ，マツタロウ）著

D 6:03
□

嶋中（しまなか）書店（2005）■（時代・歴史小説）無位無官の剣道修行者となった新吾は、
秋葉（あきは）権現で浜島庄兵衛という浪人と出会うが、実はその男、大盗賊の日本駄右衛門
（にっぽんだえもん）だった。

44
45

チェイス・ゲーム ボディーガード工藤兵悟２
D 6:19
今野敏（コンノ，ビン）著 □
バトル・ダーク ボディーガード工藤兵悟３
D 6:28
今野敏（コンノ，ビン）著 □

角川春樹事務所（2008）■傭兵時代の戦友であるアル・ソラッツォが、マフィアに追われ、
工藤に助けを求めてきた。山岳ゲリラ戦を得意とするアルを、山中に逃した工藤だったが、今
度は友が人質に捕られ、マフィアからアルを探し出すように脅迫を受けてしまう。果たして工
藤と人質の運命は！？大好評シリーズ、新装版第二弾／国際ジャーナリストの磯辺良一が誘拐
された。自身の著書である『イスラムの熱い血』の大ヒット記念パーティでの出来事だった。
イスラム組織を名乗る犯人は、百万ドルの身代金を要求。磯辺を警護していた傭兵時代の旧友
から、人質の救出を依頼された工藤兵悟は、警察とは別に独自の捜査を始める。だが、警察が
犯人を包囲したとき、壮絶な戦いが始まった―。傑作冒険サスペンス新装版、遂に完結。
いっし

46

とき

一矢ノ秋 居眠り磐音江戸双紙 37
D 8:31
佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □

双葉社（2011）■（時代・歴史小説）安永十年三月、紀伊領内姥捨の郷に寄寓する坂崎磐音
一行は、再三に渡り若い二人の侍たちの襲撃にさらされていた。一方、本所界隈は桜の季節を
迎え、御家人品川柳次郎とお有夫婦は、駒井小路の桂川邸を訪問していた。その帰り道、尚武
館道場が解体される現場に遭遇し……。書き下ろし長編時代小説第三十七弾。

47

白衣のご奉仕
竹内けん（タケウチ，ケン）著/Ｕ・ＭｅＳＯＦＴ（ユー ミ
D 5:43
原作 □

ソフト）

イーグルパブリシング（2005）■（ポルノ）半信半疑ながらも藁にもすがる思いで入院を決
意したぼくを待っていたのは、３人の美人看護婦さんによる濃厚な「ご奉仕」三昧の日々だっ
た！そんな中、次第に新人看護婦まゆりさんのことが気になり始めるぼくだったが…。

48

ロード＆ゴー
日明恩（タチモリ，メグミ）著

D 11:08
□

双葉社（2009）■元暴走族の過去を持つ消防隊員・生田は、２カ月前に異動し、救急車のハ
ンドルを握ることに。ある日、車内に収容した男が救急隊員のひとりを人質にとり、救急車を
ジャックした！
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49

きりん

麒麟の翼
D 9:40
東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 □

講談社（2011）■（推理小説）寒い夜、日本橋の欄干にもたれかかる男に声をかけた巡査が
見たのは、胸に刺さったナイフだった…。大都会の真ん中で発生した事件の真相に、加賀恭一
郎が挑む。

50

ひぐらし長屋 盗っ人次郎八事件帖
D 6:31
聖竜人（ヒジリ，リュウト）著 □

広済堂あかつき（2010）■（時代・歴史小説）女盗賊お七と元下男の六太を相棒に、人情盗
っ人・次郎八大活躍！痛快時代小説。

51

血の代償
D 5:32
広山義慶（ヒロヤマ，ヨシノリ）著 □

有楽出版社（2009）■（推理小説）東京都内で税務署員が殺された。警視庁特捜班の内川は、
同様の事件との類似性を感じとり、危機感をつのらせる。一方ジャーナリストの坂本は、日本
を内側から崩壊させようと画策していた。だが、そうした企みが暴走しはじめ…。

52

謎 005 スペシャル・ブレンド・ミステリー
伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）選／日本推理作家協会（ニホン
D 10:01
イリ サッカ キョウカイ）編 □

ス

講談社（2010）■（推理小説）７０年代、８０年代、９０年代の短編ミステリーから、人気
作家がベスト・オブ・ベストをセレクトするアンソロジーの第５弾。時代を超えて愛される傑
作の数々を読み進めれば、ミステリーの新たな世界が見えてくる。選者・伊坂幸太郎による解
説も収録。

53

羊どろぼう。
D 2:42
糸井重里（イトイ，シゲサト）著 □

東京糸井重里事務所（2011）■糸井重里が、ほぼ日刊イトイ新聞に書いた１年分の原稿、ツ
イッターに記した一年間のツイートから、こころにのこることばを厳選して一冊に凝縮。

54

人生問題集
D 7:01
春日武彦（カスガ，タケヒコ），穂村弘（ホムラ，ヒロシ）著 □

角川書店（2009）■歌人と精神科医という異色のコンビが真っ向から挑むのは、白樺派的理
想の世界。愛、孤独、友情、家族…。ぬきさしならない人生問題の数々を、現役“文学青年”
たちがとことん考えすぎてみました！
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55

かなしみのクリスチアーネ ある非行少女の告白
クリスチアーネ・Ｆ著／小林さとる（コバヤシ，サトル）訳
D 14:10
□

読売新聞社（1981）■12 歳でハシシュを知り、13 歳のとき、あるディスコクラブでヘロ
インをおぼえて、たちまち中毒になった。午前中は学校に通い、午後は麻薬代を稼ぐためにツ
ォー駅前で客を引く。クリスチアーネは、恐るべき記憶力と率直さをもって、この知られざる
実態を克明にレポートする。西ドイツ史上空前のベストセラーともなった感動のドキュメン
ト。

文学（NHK 厚生文化事業団寄贈）
56

12 タイトル

う じ しゅうい

宇治 拾 遺 物語 上 古典講読
三木紀人（ミキ，スミト）解説／加賀美幸子（カガミ，サチコ）朗読
D 38:15
□

NHK ラジオ放送番組より（2005）■作品の一部を朗読した後、その部分の解説が入る。「上」
は、2005 年度放送分。

57

と し しゅん

杜子 春 ラジオ文芸館
芥川龍之介（アクタガワ，リュウノスケ）著／青木裕子（アオキ，ユウ
D 0:40
コ）朗読 □

NHK ラジオ放送番組より（2007）■新潮文庫「蜘蛛の糸・杜子春」より抜粋。一部用語の
読み替えあり。

58

ローマンホリデイ ラジオ文芸館
石田衣良（イシダ，イラ）著／山田敦子（ヤマダ，アツコ）朗読
D 0:40
□

NHK ラジオ放送番組より（2007）■集英社文庫「スローグッドバイ」より抜粋。

つきよ

59

月夜の夢 ラジオ文芸館
伊藤桂一（イトウ，ケイイチ）著／富本修志（トミモト，シュウジ）朗
D 0:40
読 □

NHK ラジオ放送番組より（2007）■光風社文庫「剣侠しぐれ笠」より抜粋。

60

事故専務 ラジオ文芸館
城山三郎（シロヤマ，サブロウ）著／小山正人（コヤマ，マサト）朗読
D 0:40
□

NHK ラジオ放送番組より（2007）■新潮文庫「総会屋錦城」より抜粋。
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さわん

61

左腕とキャッチボール ラジオ文芸館
谷村志穂（タニムラ，シホ）著／森本健成（モリモト，タケシゲ）朗読
D 0:40
□

NHK ラジオ放送番組より（2008）■実業之日本社「カーテン」より抜粋。

あん せん くうだん

62

暗 泉 空 談 ラジオ文芸館
中村真一郎（ナカムラ，シンイチロウ）著／長谷川勝彦（ハセガワ，カ
D 0:40
ツヒコ）朗読 □

NHK ラジオ放送番組より（2007）■集英社「暗泉空談」より抜粋。

63

すいせん づき

よっか

水 仙 月 の四日 ラジオ文芸館
宮沢賢治（ミヤザワ，ケンジ）著／青木裕子（アオキ，ユウコ）朗読
D 0:40
□

NHK ラジオ放送番組より（2007）■ちくま文庫「宮澤賢治全集８」より抜粋。

64

ばんこくき

晴天の万国旗 ラジオ文芸館
森浩美（モリ，ヒロミ）著／結城さとみ（ユウキ，サトミ）朗読
D 0:40
□

NHK ラジオ放送番組より（2007）■双葉文庫「こちらの事情」より抜粋。

65

小泉八雲作品集 朗読
小泉八雲（コイズミ，ヤクモ／ラフカディオ
D 6:15
トウ，テツヤ）朗読 □

ハーン）著／佐藤哲也（サ

NHK ラジオ放送番組より（2004）■日本瞥見記（べっけんき） ある保守主義者 日本雑
記「あちこち艸（ぐさ）」漂流 日本雑記「霊の日本」焼津 書簡：友人、東京帝国大学チェ
ンバレン教授宛の手紙 書簡：タイムステモクラット新聞編集長 ペイジＮ．ベーカー宛の手
紙 日本雑記「明暗」弁天の感応

66

福沢諭吉作品集 朗読
福沢諭吉（フクザワ，ユキチ）著／高山真樹（タカヤマ，マキ）朗読
D 3:45
□

NHK ラジオ放送番組より（2005）■岩波文庫「女大学評論」より抜粋。福沢諭吉について、
女大学評論について、新女大学第四条〜第二十三条。
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67

二葉亭四迷作品集 朗読
二葉亭四迷（フタバテイ，シメイ）著／片岡孝太郎（カタオカ，タカタ
D 7:30
ロウ）朗読 □

NHK ラジオ放送番組より（2004）■講談社学芸文庫「平凡、私は懐疑派だ」より抜粋。

哲学・宗教・人生訓 ２タイトル
68

さいとう ひ と り

斎 藤 一人 愛は勝つ
D 3:36（付属 CD１枚付き）
大信田洋子（オオシダ，ヨウコ）著 □

ロングセラーズ（2010）■「愛してます、ついてる、うれしい」毎日、無心でいっているう
ちに、生まれてきて本当にしあわせだなと思えるようになっていったのです−。日本歴代一位
の所得税納税者・斎藤一人から学んだ、愛の言霊の効果などを紹介する。

69

魂の冒険 答えはすべて自分の中にある
D 7:26
高橋佳子（タカハシ，ケイコ）著 □

三宝出版（2010）■そこは、世界でもっとも不可思議な場所であると同時に、誰もが知って
いる懐かしき魂の故郷−。あらゆる生命と存在を一つに結びつける「宇宙（ユニバース）」の
力と、それを引き出す「魂の冒険」のための智慧を説く。

歴史・伝記・地理 ４タイトル
70

江戸時代はエコ時代
D 6:11
石川英輔（イシカワ，エイスケ）［著］ □

講談社（2008）■世界最大の都市・江戸を擁しながら、ほぼ完全な循環型社会を実現してい
た、かつての日本。驚異的なエネルギー効率を誇る農工業、民間人がボランティア的に行政参
加するスリムな社会システム、季節に応じた知恵溢れる庶民の暮らし…。

71

ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争 上
デイヴィッド・ハルバースタム著／山田耕介（ヤマダ，コウスケ），山
D 23:30
田侑平（ヤマダ，ユウヘイ）訳 □

文芸春秋（2009）■戦争はクリスマスまでに終わる。マッカーサーの言葉に米兵たちは浮足
だった。しかし毛沢東は大軍を朝鮮半島に潜入させて、軽装の国連軍を待ち受けていた…。10
年の歳月をかけて取材執筆した朝鮮戦争の記録。
ろう

72

や ま ぢ たけし

聾 に生きる 海を渡ったろう者山地 彪 の生活史
D 7:57
大杉豊（オオスギ，ユタカ）著 □

全日本ろうあ連盟出版局（2005）■アメリカに移住したろう者・山地彪。生活史法によって、
彼の個人的な出来事と生活構造を時間の軸に沿って記録・整理し、時代考証的な分析を経て個
人の生活観や世界観に迫る。
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73

新潟県健康ウォーキングロードマップ 平成 21 年３月
新潟県福祉保健部健康対策課（ニイガタケン フクシ ホケンブ
D 3:26
コウ タイサクカ）［編］ □

ケン

［新潟県］（2009）■新潟県の上・中・下越・佐渡の４エリアの健康ウォーキングロード登
録コースを案内。各コースには「自然散策」や「歴史探訪」などのテーマも設けられている。
コース中の文化財なども紹介。

社会・政治・経済・福祉 ４タイトル
74

池上彰の学べるニュース５（臨時特別号）
東日本大震災と福島原発問題
池上彰（イケガミ，アキラ）
，「そうだったのか！池上彰の学べるニュー
D 2:42
ス」スタッフ［著］ □

海竜社（2011）■日本に甚大な被害をもたらした東日本大震災や、それによって発生した福
島原発の事故、放射線の影響について、わかりやすく解説する。

75

この母ありて
D 5:11
木村隆（キムラ，タカシ）編 □

青蛙房（せいあぼう）（2010）■「母」とは何か。強さ、優しさ、温かさ、懐かしさ、瑞々
しさ…。各界で活躍する人たちが「母の人生」を語る。『スポーツニッポン新聞』連載を書籍
化。
いとがかずお

76

この子らを世の光に 糸賀一雄の思想と生涯
D 8:11
京極高宣（キョウゴク，タカノブ）著 □

日本放送出版協会（2001）■わが国の「知的障害者福祉の父」として知られる糸賀一雄の先
見性に富んだ思想は没後 33 年を経た今もなお輝いている。「福祉改革と糸賀一雄」
「糸賀一雄
の福祉思想」の２部で構成し、その業績と思想を検証する。

77

福祉のしおり 新潟市視覚障がい者向けサービスガイド
平成２３年度音声版
D 1:20 （一般 CD 版もあります）
新潟市（ニイガタシ）
［編］ □

［新潟市］（2011）■新潟市の福祉サービスガイド（平成 23 年４月現在）。
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自然科学 １タイトル
78

天皇陛下科学を語る
天皇（テンノウ）［著］／朝日新聞出版（アサヒ
D 5:12
ン）編 □

シンブン

シュッパ

朝日新聞出版（2009）■天皇陛下のご講演と執筆原稿、ハゼの研究論文を厳選して掲載。一
流の科学者としての４５年以上の研究成果をまとめる。天皇皇后両陛下の記者会見の様子も収
録。一部原稿は英文でも紹介。

健康・医学 ３タイトル
79

あはき師国家試験問題と解答例 第 19 回
D 3:10
医道の日本社（イドウ ノ ニッポンシャ）編 □

医道の日本社（2011）■第 19 回（2011 年）出題問題について解説。

80

アルツハイマー病 正しい治療がわかる本
栗山勝（クリヤマ，マサル）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集
D 5:59
□

法研（2008）■アルツハイマーの病気の進行は抑えられる！治療の３本柱は、薬による治療、
薬を使わない治療、そして介護。これらの連携によって病気の進行を抑えることができると脳
科学が証明。治療法から家族の対応までくわしく紹介。

81

前立腺がん 正しい治療がわかる本
村石修（ムライシ，オサム）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集
D 5:52
□

法研（2008）■早期なら、手術、放射線、内分泌療法から自分に合った治療が選べます。Ｐ
ＳＡ値やリスク分類の考え方、効果や副作用など治療選択のポイントをくわしく解説。

技術・コンピュータ １タイトル
エクセル

82

スクリーンリーダーによるＥｘｃｅｌ2010 の手引き
D 5:16
ラビット［編］ □

［録音書き下ろし］
（2010）■基本操作を重点的に、新しくなったリボンメニューや便利な使
い方をすべてキーボード操作で紹介。これからチャレンジするあなた、なんとなく使っている
方にもお勧めの一冊です。
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芸術・音楽・スポーツ
83

４タイトル

落語大百科 3
D 14:51
川戸貞吉（カワド，サダキチ）著 □

冬青社（2001）■本巻には、「し」〜「な」を収録。巻末には五十音順の注釈あり。

84

ムネオ流マラソン術 仕事人間でも走れる４２．１９５ｋｍ
鈴木宗男（スズキ，ムネオ）著／鈴木彰（スズキ，アキラ）監修
D 6:38
□

講談社（2008）■売名行為とのそしりなど吹き飛ぶ快挙。フルマラソン完走の陰にあった、
市民ランナー専門コーチのアドバイスとは？「東京マラソン」を３時間台で走り抜いた著者が、
自身の体験をもとに語る「マラソン論」。段階別トレーニング・アドバイスつき。

85

アルビレックス新潟プレビュー総集編
D 15:０4
［新潟ウイーク！編］ □

2010 新潟ウイーク！増刊

ニューズ・ライン（2010）■サポーター選出の 2010 アルビレックス新潟 MIP 選手、黒崎
監督スペシャルトーク、選手のピックアップインタビューや逸話を紹介するファン必携の一
冊。巻末には、2010・Ｊ１リーグ出場記録、2010・Ｊリーグ公式線全スコア、過去シーズ
ン記録も収録。

86

奇跡の夢ノート
D 5:29
石黒由美子（イシグロ，ユミコ）著 □

日本放送出版協会（2010）■「シンクロでオリンピックに出る！」交通事故で瀕死の重傷を
負った少女。日々の目標を記した「夢ノート」を心の支えに、さまざまな肉体的・精神的困難
を乗り越え、オリンピック出場を果たすまでを綴る。

言語
87

２タイトル

使ってみたいイキでイナセな江戸ことば
D 6:15
柳亭左竜（リュウテイ，サリュウ）著 □

小学館（2008）■「あたぼう」「肴荒さねえ」「手銭」「ぞろっぺえ」など、今でも使えるイ
キでイナセな江戸ことば約 200 語を落語から掘り起こし、若手真打の噺家が軽妙洒脱にその
楽しみ方や正しい使い方を伝授します。
ジェイ

88

Ｊ ブンガク 英語で出会い、日本語を味わう名作 50
D 11:11
ロバート・キャンベル編 □

東京大学出版会（2010）■清少納言から川上弘美まで、読んでおきたい日本の名作 50 編を
厳選。あらすじや時代背景をおさえつつ、作品の「心臓部」を原文と英訳で紹介する。ＮＨＫ
教育テレビのテキスト「ＮＨＫテレビ Ｊブンガク」全３冊を再編集。
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録音児童図書
89

１タイトル

つみきのいえ
加藤久仁生（カトウ，クニオ）絵／平田研也（ヒラタ，ケンヤ）文
D 0:29
□

白泉社（2008）■海面がどんどん上がってくる町に住むおじいさん。家が沈むたびに上へと
建て増し続け、まるでつみきのようになりました。ある日、大工道具を落としたおじいさんが
海に潜ると…。各国映画祭で絶賛されたアニメを絵本化。第 81 回アカデミー賞短編アニメ賞
受賞作。

一般 CD ９タイトル
文学
90

６タイトル

斉藤茂吉秀歌／北杜夫父を語る 日本文学全集
斉藤茂吉（サイトウ，モキチ）著／高橋昌也（タカハシ，マサヤ）朗読
1:18

新潮社（2001）■処女歌集『赤光』から晩年の『白き山』『つきかげ』までの 14 の歌集よ
り、息子の北杜夫氏が 180 首の秀歌を選んで収録。選者の談話解説を付した特別版。
ふとん

91

蒲団 日本文学全集
田山花袋（タヤマ，カタイ）著／橋爪功（ハシズメ，イサオ）朗読

3:02

新潮社（2001）■女弟子への恋情、彼女の恋人への嫉妬、男としての体面など、自らの葛藤
を赤裸々に告白し、自然主義文学のさきがけとなった田山花袋の記念碑的作品。

92

愛犬・足袋 「隠花の飾り」より
松本清張（マツモト，セイチョウ）著／山崎努（ヤマザキ，ツトム）朗
読 1:41

新潮社（2001）■推理小説界の第一人者・松本清張の傑作ミステリーより『愛犬』と『足袋』
の２編を収録。また巻末には松本清張講演を収める。

93

なめとこ山の熊／カイロ団長 日本文学全集
宮沢賢治（ミヤザワ，ケンジ）著／矢崎滋（ヤザキ，シゲル）朗読
0:59

新潮社（2005）■熊捕り名人が悲しい末路をたどる秀作『なめとこ山の熊』と、アイロニー
に満ちた寓話『カイロ団長』。賢治童話の中でも評価の高い 2 短編を、矢崎滋が完全朗読。
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94

阿部一族・じいさんばあさん 日本文学全集
森鴎外（モリ，オウガイ）著／若山弦蔵（ワカヤマ，ゲンゾウ）朗読

2:03

新潮社（2005）■藩主の死に際して、殉ずることを許されなかった阿部弥一右衛門（やいち
えもん）は、やむにやまれず追腹を切った。しかし、その一族に対する処遇はますます悪くな
っていく。封建武士の皮肉な運命を描いた歴史小説の傑作『阿部一族』。ある事件がもとで、
三十七年も離ればなれになってしまった夫婦の再会を描く短編小説『じいさんばあさん』。

95

舞姫 日本文学全集
森鴎外（モリ，オウガイ）著／高橋昌也（タカハシ，マサヤ）朗読

1:03

新潮社（2002）■ドイツ留学中に踊り子エリスと恋に落ちた豊太郎は、やがて出世のために
エリスを捨てて帰国する。近代的自我に目覚めた明治知識人の苦悩を描く悲劇的ロマンス。

福祉
96

１タイトル

福祉のしおり 新潟市視覚障がい者向けサービスガイド
平成２３年度音声版
新潟市（ニイガタシ）
［編］ 1:20 （デイジー版もあります）

［新潟市］（2011）■新潟市の福祉サービスガイド（平成 23 年４月現在）。

落語

２タイトル

やなぎや

97

柳 家 一門名演集 1
柳家喬太郎（ヤナギヤ，キョウタロウ），柳亭市馬（リュウテイ，イチ
バ）
，柳家権太楼（ヤナギヤ，ゴンタロウ）
，柳家さん喬（ヤナギヤ，サ
ンキョウ）演 2:01

［ポニーキャニオン］（2009）■ディスク１には、喬太郎「擬宝珠（ぎぼし）」（2009 年６
月 28 日横浜にぎわい座）、市馬「船徳（ふなとく）」（2009 年６月 28 日横浜にぎわい座）
を収録。ディスク２には、権太楼「試し酒」（2008 年８月 11 日鈴本演芸場）、さん喬「寝床」
（2008 年８月 20 日鈴本演芸場）を収録。

98

柳家一門名演集 2
柳亭市馬（リュウテイ，イチバ）
，柳家権太楼（ヤナギヤ，ゴンタロウ），
柳家さん喬（ヤナギヤ，サンキョウ），入船亭扇遊（イリフネテイ，セ
ンユウ）演 2:08

［ポニーキャニオン］
（2010）■ディスク１には、市馬「小言幸兵衛」（2008 年８月８日横
浜にぎわい座）、扇遊「夢の酒」（2009 年１０月４日日本橋社会教育会館）を収録。ディスク
２には、さん喬「ねずみ」（2007 年８月１５日鈴本演芸場）、権太楼「厩火事」（2009 年８
月 12 日鈴本演芸場）を収録。
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８月〜９月サピエ図書館の新刊録音図書
録音図書 10 タイトル

D ：デイジー図書の収録時間数
□

えんじょうりょく

99

ネットの 炎 上 力
D 7:01 ５巻
蜷川真夫（ニナガワ，マサオ）著 □
大田区声の図製作

文芸春秋（2010）■魔物か、救世主か。「毎日新聞変態ニュース」事件で、世を震撼させた
『Ｊ−ＣＡＳＴニュース』の正体は？新聞記者から転じた著者が、ネットニュースの驚くべき
内幕と新しいビジネスモデルを明かす。
こうのすけ

100

きんげん

松下幸之助成功の金 言 365
松下幸之助（マツシタ，コウノスケ）著
D 14:48
ー ケンキュウジョ）編 □
川崎盲図製作

ＰＨＰ研究所（ピーエイチピ

PHP 研究所（2011）■運のない人を尊敬しているか、いい意味であきらめているか、ジャ
マをしていないか、自分をさらけ出しているか…。松下幸之助の類い稀なる成功体験から生ま
れた、人生と仕事と経営の知恵３６５を紹介。

101

ミドリさんとカラクリ屋敷
D 9:00
鈴木遥（スズキ，ハルカ）著 □
名古屋ラ盲製作

集英社（2011）■電信柱の突き出た不思議な家。その家に住む９７歳の元気なおばあちゃん、
ミドリさん。謎多きこの家とミドリさんにひかれ、電信柱のお屋敷に通うようになった著者が
描き出す、ミドリさんをめぐる“物語”。

102

“弱者”にやさしい会社の話
大事なことを教えてくれる 14 の企業の思いと経営
坂本光司＆坂本研究室（サカモト コウジ アンド
D 6:57
ュウシツ）著 □
札幌視情セ製作

サカモト

ケンキ

近代セールス社（2010）■障害者の雇用に尽力する企業、高齢者や母子家庭にやさしい企業、
障害者や高齢者にやさしい商品・サービスを提供している企業計１４社を紹介。「弱者」の就
労実態とその課題などにも触れる。

103

みんなで国語辞典！ これも日本語
北原保雄（キタハラ，ヤスオ）監修／「もっと明鏡」委員会編
視情報セぎふ製作

D 8:25
□

大修館書店（2006）■国語辞典に載せたい言葉や意味・例文を募集した“みんなで作ろう国
語辞典！「もっと明鏡」キャンペーン”への応募作品の中から約 1300 語を選定し、若者の
ことば、ネット・メールのことばなど７ジャンルに分けて収録。
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104

タイムカプセル
D 10:21
椙本孝思（スギモト，タカシ）著 □
大分点図製作

アルファポリス（2011）■（推理小説）15 年前に学校で埋めたタイムカプセル。同窓会で
その封印を解いた数日後、クラスメイトの１人が刺殺体となって発見された。クラスメイトた
ちは真相を追うが、１人、また１人と次々に殺されてゆき…。異色の記憶ミステリー。

105

あした、次の駅で。
D 4:06
高山文彦（タカヤマ，フミヒコ）著 □
小樽点図製作

ポプラ社（2011）■東京で暮らす敬介の元へ、昔の恋人・百合子からの手紙が届く。それは、
廃業がきまった故郷の映画館への招待状だった。ずっと記憶の底に封じこめてきた峡谷の小さ
な町へ―懐かしさにかられて帰郷する敬介を、空と谷の間を走る列車が、ゆっくりと心の旅へ
連れ出してゆく。
こうばい

106

紅梅
津村節子（ツムラ，セツコ）著
福井視点製作

D 4:19
□

文芸春秋（2011）■2005 年春、癌が発見され、膵臓全摘の手術を受けた吉村昭の、１年半
後の壮絶な死までを、作家でもある妻が硬質で冷静な筆で作品化。

107

アクアリウムにようこそ
D 10:34
木宮条太郎（モクミヤ，ジョウタロウ）著 □
日点図製作

実業之日本社（2011）■突然水族館に出向を命じられた女性。徐々に裏方の仕事を覚えてい
くが、可愛がっていたイルカが突然病気を発症して…。若き女性飼育員の奮闘を描く。

108

ジュージュー
D 3:03
よしもとばなな著 □
福井視点製作

文芸春秋（2011）■下町の小さなハンバーグ店に集う、おかしな人たち。みんなちょっとず
つ何かが欠けていて、つながりあって、ひとつの命になっている…。生きることのよろこびを
ギュッととじこめた小説。『文学界』掲載を書籍化。
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７月〜８月その他の情報誌
寄贈いただいた点字情報誌及び大活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 年夏号）

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 7/3、7/17、8/7、8/21 号）

新潟市発行

・広報かしわざき（第 1048〜1051 号） 柏崎点訳奉仕会発行
・ふれあいらしんばん（第 19、20 号） 内閣府政府広報室発行
・点字厚生（第 226 号）
・県政だより（７月号）

日本盲人会連合発行
秋田県発行

・県議会だより（６月定例会）

秋田県議会発行

・点字広報とちぎ（７月号、北関東自動車道特別号、８月号） 栃木県発行
・点字議会広報県議会とちぎ（７月発行号）
・東方療法（７月号、８月号）
・ビッグ・アイ

栃木県議会発行

全日本鍼灸マッサージ師会発行

コミュニケーション情報誌（Vol.1）

ビッグアイ共働機構／

国際障害者交流センタービッグ・アイ発行
・にってんブレイル（７月号、９月号）

日本点字図書館発行

・にってんボイス（８月号） 日本点字図書館発行
・読書（７月号、8 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（６月号、８月号）

名古屋盲人情報文化センター発行

・情文いしかわ（８月号） 石川県視覚障害者情報文化センター発行
・ひかり（第 639 号、640 号）

天理教点字文庫発行

・女子パウロ会点字部（７月号、８月号、９月号）
≪SP コード付き大活字版≫
・ライオン製品情報（2011 年春）

ライオン発行
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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）訪問リハビリテーション／名古屋盲人情報文化センター発行（隔月刊）
次のカセットテープ版１誌は、製作館が製作を終了したため当館での取り扱いを
中止します。
≪カセット≫
・
（文芸）川柳番傘／吹田市立千里山・佐井寺図書館発行（月刊）
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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 92 号 2011 年 10 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
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