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新 刊 案 内 

■2012年２月～３月登録の新刊をご紹介しています。 

■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 9５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。 

 

目 次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点字図書新刊 28タイトル 

文学 14 タイトル 
 モーロク俳句ますます盛ん 

俳句百年の遊び 

 坪内稔典（ツボウチ，トシノリ）著 4 冊 
岩波書店（2009）■俳句は平易に愉しむもの。俳句を愛する著者が、俳句の作法、俳句の歴

史、今日的俳句までを軽妙に説く。対談も収録。第１３回桑原武夫学芸賞受賞。 

 

 
星
せい

涼
りょう

 大木あまり句集 

 大木あまり（オオキ，アマリ）著 1 冊 
ふらんす堂（2010）■命への切実な祈り。2002年から2010年までの377句を収めた句

集。第62回読売文学賞詩歌俳句賞受賞。 
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果てなき荒野

こうや

を越えて 

 高橋佳子（タカハシ，ケイコ）著 1 冊 
三宝（さんぽう）出版（2011）■歴史を照らすのは強い光、まばゆい光、偉大な光だけでは

ない。野に咲く花々のように内から滲んでくる微かな光が世界を支えている。東日本大震災後

を生きるすべての日本人へ贈る、24篇の詩と写真のメッセージ。 

 

 
鬼
おに

池
いけ

心 中
しんじゅう

 

 井上光春（イノウエ，ミツハル）著 5 冊 
新潮社（1969）■「鬼池心中」「せむしたちの冬」「西海（さいかい）の役者たち」「海へ行

く駅」「安らいの場所」短編５編を収録。 

 

 炎は若い 

 黒岩重吾（クロイワ，ジュウゴ）著 6 冊 
文芸春秋（1980）■出張先で知りあった能面のように冷たい美貌の人妻。彼女に惹かれ謎め

いた冷たさに挑んだ毛利は、やがてそこに激しい競争をする電機業界の黒いカラクリが重なり

あうことを知った。 

 

 
朝 廷
ちょうてい

 交代寄合伊那衆異聞 14 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）［著］ 4 冊 
講談社（2011）■（時代・歴史小説）敵だらけの京で、藤之助（とうのすけ）一行を支えた

のは？条約批准のため、朝廷との交渉が続く堀田正睦（ほったまさよし）を護衛する藤之助は、

三条大橋で無頼漢から舞妓を救った。艦船ヘダ号を取り上げられた陸戦隊に、攘夷過激派が迫

る。 

 

 
誘拐
ゆうかい

 

 高木彬光（タカギ，アキミツ）著 7 冊 
光文社（1976）■（推理小説）戦史を愛読し、実際の営利誘拐事件の裁判を傍聴する犯人。

巧妙な手口を駆使する彼の完全犯罪計画に、突破口は見いだせるのか？刑法と刑事訴訟法に精

通し、法廷に通いつめた著者の、時代を画した傑作。 

 

 
悪 霊
あくりょう

の棲
す

む部屋 

 塔山郁（トウヤマ，カオル）著 5 冊 
宝島社（2011）■（推理小説）１泊 7,000 円、都内にあるビジネスホテル・ホテルリバー

サイトには、使用禁止になっている「７０５号室」がある。新しく就任した支配人は、利益向

上のため部屋を改装し、十数年ぶりに予約をとることにした。改装中のある日、デリヘルの運

転手が、店の娘が行方不明だとやってきて･･･。宿泊客やデリヘル嬢、支配人、客室係など、

「705号室」にかかわった者たちに、次々と災いが襲いかかる。 
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 いつか青空 

 ヒキタクニオ（ヒキタ，クニオ）著 7 冊 
徳間書店（2011）■サラリーマンの石渡（いしわたり）は、殺人鬼に娘の命を奪われた日か

ら、まっとうな人生のレールから外れた。妻にも離婚され、宝物だった家庭を完全に失った。

最早失うものはない。そう思うと、犯人を殺すことが己の正義となった。平凡なサラリーマン

が遭遇する悲劇。凄絶な復讐ロードノベル。 

 

 夏子の冒険 改版 

 三島由紀夫（ミシマ，ユキオ）［著］ 4 冊 
角川書店（2009）■魅力的なわがまま娘が北海道に展開する、奇想天外な冒険物語！若者た

ちの退屈さに愛想をつかし、函館の修道院に入ると言いだした夏子。函館に向かう列車の中で

見知らぬ青年・毅（つよし）の目に情熱的な輝きを見つけ･･･。 

 

 100 の恋 幸せになるための恋愛短篇集 

 リンダブックス編集部（リンダ ブックス ヘンシュウブ）編著 3 冊 
泰文堂（たいぶんどう）（2010）■（恋愛小説）「あなたは７人目のオトコと結婚します！」

スピリチュアルカウンセラーにそう言われた菊ちゃんが、出会いを求めて奮闘し、７人目に出

会った男とは…？「７人目のオトコ」ほか、全９作品を収録した恋愛アンソロジー。 

 

 山のパンセ 

 串田孫一（クシダ，マゴイチ）著 4 冊 
岩波書店（1905）■ある時はやさしく、時として怖ろしい自然の不思議さ、登山の意味、山

と対話する心の大切さを、博学な知識、鋭い観察眼で綴った著者の、世評高い代表作。 

 

 サンチョ・キホーテの旅 

 西部邁（ニシベ，ススム）著 4 冊 
新潮社（2009）■人間とは如何なる動物か。人生とは如何なる所業か。人間にとっての記憶

と経験の真の意義を問い直す自伝的連作エッセイ。平成21年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。 

 

 ナイン・ストーリーズ 

 J.D.サリンジャー著／柴田元幸（シバタ，モトユキ）訳 3 冊 
ヴィレッジブックス（2009）■はかない理想と暴虐な現実との間にはさまれ、抜き差しなら

なくなった人々の内面をえぐる９つの物語。自選短編集の35年ぶりの新訳。 

 

 
著作権 １タイトル 

 
解説著作権法

ちょさくけんほう

施行令
しこうれい

の一部を改正する政令等について 

 文化庁長官官房著作権課（ブンカチョウ チョウカン カンボウ チョサ

クケンカ）［著］ 1 冊 
著作権情報センター（2010）■2010年１月に施行された改正著作権法施行令等の概要と、

各改正事項などを解説。視覚障害者等のための複製等が認められる者についても解説。 
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社会・福祉 ２タイトル 

 
裁判員
さいばんいん

Ｘの悲劇 最後に裁かれるのは誰か 

 青沼陽一郎（アオヌマ，ヨウイチロウ）著 5 冊 
講談社（2009）■裁判員制度がはじまったらどうなるのか、実施後はどのように運用され、

変貌していく可能性があるのかをシミュレート。取材してきた裁判を詳報し、司法制度改革や

裁判員制度の導入について、資料やデータをもとに検証する。裁判員制度のトンデモな現実に、

『オウム傍笑記』の著者が斬り込む！ 

 

 共用品という思想 デザインの標準化をめざして 

 後藤芳一（ゴトウ，ヨシカズ），星川安之（ホシカワ，ヤスユキ）著 

4 冊 
岩波書店（2011）■共用品とは、より多くの人々が共に利用しやすい製品やサービスのこと。

共用品のこれまでの取り組みの歴史と、進化を続ける日本の共用品の思想を解説。 

 

 
芸能 １タイトル 

 
吉本
よしもと

新喜劇
しんきげき

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）ほか著 

2 冊 
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。 

 

 
点字児童図書 10タイトル 

 Ｎo．６（ナンバーシックス） ＃９ 

 あさのあつこ著 ２冊 
講談社（2011）■崩壊する矯正施設から間一髪脱出した紫苑（しおん）は、瀕死のネズミを

救うため、イヌカシらと共に市内に突入した。そこで「Ｎｏ．６」にまつわる全てを知った紫

苑は、人間の未来をかけて「月の雫」に向かう･･･。近未来サバイバル小説、ここに完結です。

中学生・高校生から。 

 

 まいなす 

 太田忠司（オオタ，タダシ）著 4 冊 
理論社（2008）■飛魚中学に通う本好きの14歳、那須舞は、ある日、不思議な伝説のある

祠（ほこら）へ行き、ケガをしていた男子学生を助けるはめになる。だが、それが全ての始ま

りだった。「未来を見た」という少年の予言が、小さな町を震撼させ、悪意に満ちた事件を引

き起こす。予言は本当なのか？いったい何が起きているのか？途方に暮れながらも、舞は真相

をつきとめようと奔走する。中学生・高校生から。 
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 アート少女 根岸節子とゆかいな仲間たち 

 花形みつる（ハナガタ，ミツル）著 3 冊 
ポプラ社（2008）■実力派の３年生が卒業して、美術部の部長になった節子。残った部員は

超個性的な面々ばかり。しかも、校長に目をつけられ、次々に難題をつきつけられて…。でも、

あきらめないヤツは強いのだ。熱い文系弱小部活の青春学園ストーリー。中学生・高校生から。 

 

 なぞなぞのすきな女の子 

 松岡享子（マツオカ，キョウコ）著 １冊 
学研教育出版（2010）■なぞなぞあそびの大好きな女の子とはらぺこのオオカミが森でばっ

たり出会いました。うまそうな女の子だぞと舌なめずりしたとたん、女の子になぞなぞを出さ

れてオオカミは大弱り。さあ、どんななぞなぞかな？なぞなぞがいっぱい出てくる楽しい本。

小学校低学年から。 

 

 ウィロビー・チェースのオオカミ 

 ジョーン・エイキン著／こだまともこ訳 ４冊 
冨山房（ふざんぼう）（2008）■舞台は架空の時代のイギリス。広大な屋敷ウィロビー・チ

ェースのひとり娘ポニーの前にある日、住み込みの家庭教師があらわれる。両親が不在の屋敷

で、ポニーといとこのシルヴィアは次々と陰謀の渦に巻き込まれていく･･･。小学校高学年・

中学生から。 

 

 秘密のマシン、アクイラ 

 アンドリュー・ノリス著／原田勝（ハラダ，マサル）訳 2 冊 
あすなろ書房（2009）■万年劣等生コンビ、ジェフとトムがピーク国立公園の石切り場跡で

見つけた不思議な乗り物。大きくて表面はなめらか、色はくすんだ赤、形は小さな船のよう。

座席にすわると、緑、オレンジ、青のランプがつき、パネル全体に光がともった。ジェフが青

いランプの一つを試しに押してみると…。謎のマシン「アクイラ」を発見したトムとジェフの、

ハチャメチャな大冒険。小学校高学年から。 

 

 ダリウスが飛んだ！ 

 ビル・ハーレイ著／日当陽子（ヒナタ，ヨウコ）訳 ３冊 
ＰＨＰ研究所（2009）■熱気球で小旅行に出かけたパパが行方不明になり、意地悪なインガ

おばさんの家で暮らすことになったダリウス。近所にはひどいいじめっ子までいて、暗い日々

を過ごしていたが、ある日、地下室で古いさびついた自転車を見つけ、内緒で自転車の修理を

始める･･･。小学校高学年から。 

 

 決戦のとき クロニクル千古の闇６ 

 ミシェル・ペイヴァー著／さくまゆみこ訳 4 冊 
評論社（2010）■〈魂の夜〉に恐ろしいことが起きる。トラクは、最強の〈魂食らい〉イオ

ストラと対決するため、決死の覚悟で幽霊山へと入っていく…。あとを追うレンとウルフは？

イオストラの恐ろしい企みとは？ すべての謎が解ける、壮大なスケールのシリーズ完結編。

中学生・高校生から。 
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 ペニー・フロム・ヘブン 

 ジェニファー・Ｌ・ホルム著／もりうちすみこ訳 4 冊 
ほるぷ出版（2008）■1953年夏、アメリカ・ニュージャージー州の小さな町に、幼くして

父親を亡くしたペニーは、母親と祖父母と共に暮らしていた。父方の親戚はにぎやかな大家族

で、叔父さんや叔母さんはいつもペニーを気にかけてくれているが、なぜか母は父方の親戚た

ちと付き合おうとしない。ある日、大けがを負ったことをきっかけに、ペニーは父の死の真相

を知るが…中学生・高校生から。 

 

 シャングリラをあとにして 

 マイケル・モーパーゴ著／永瀬比奈（ナガセ，ヒナ）訳 3 冊 
徳間書店（2010）■ある日、セシーの前に突然おじいちゃんが現れた。パパは、子どもの頃

以来会っていなかったというおじいちゃんになぜか冷たい態度を取る。一緒に暮らすようにな

ってすぐ、おじいちゃんは病気になり、昔の記憶をなくしてしまう。おじいちゃんがうわ言の

ように言った「シャングリラには行きたくない」とはどういう意味なのか？おじいちゃんの過

去に、パパとの間に、一体何があったのか？やがて記憶を取り戻したおじいちゃんが語り始め

た物語とは…？小学校高学年・中学生から。 

 

２月～３月サピエ図書館の新刊点字図書 

点字図書 10タイトル 
 誰が小沢一郎を殺すのか？ 画策者なき陰謀 

 カレル・ヴァン・ウォルフレン著／井上実（イノウエ，ミノリ）訳 ３冊 

早川福祉製作 
角川書店（2011）■「反小沢キャンペーン」の騒乱に、この国を支配する「非公式権力」を

今こそ見抜け－。日本取材３０年のオランダ人ジャーナリストが、異分子を「抹殺」する検察、

メディア、日本というシステムを斬る。 

 

 女と男 最新科学が解き明かす「性」の謎 

 ＮＨＫスペシャル取材班（エヌエイチケイ スペシャル シュザイハン）

編 ３冊  

日赤北海道製作 
角川書店（2011）■気持ちを聞いてもらいたいだけの女と問題を解決しようとする男。なぜ

女と男はこうもすれ違い、話が噛みあわないのか？最新科学による研究結果から明らかになっ

ていく「女と男」の違い。違いを利用した教育現場や夫婦カウンセリングの盛り上がり。取材

班はそこから生殖という視点を通して現在の私たちが避けて通れない「性の仕組み」に迫って

いく―。ＮＨＫ傑作ドキュメンタリー番組の文庫化。 
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 口呼吸をやめれば若くなる！生命の源・ミトコンドリアを活性化して、

体の中から変わる 

 西原克成（ニシハラ，カツナリ）著 ２冊  

ヘレン図製作 
青春出版社（2012）■「口呼吸」が体の若さを奪っていた。シワ、たるみ、疲れ、内臓機能

の低下を防ぐアンチエイジングの新常識を紹介し、細胞からどんどん若返る「口呼吸改善プロ

グラム」を解説する。 

 

 
MOCO’S キッチン 速水

はやみ

もこみちのおいしい＆カンタンレシピ満載！ 

 ２冊  

名古屋ラ盲製作 
日本テレビ放送網（ニッポンテレビホウソウモウ）（2011）■テレビ番組「ZIP！」の人気コ

ーナー「MOCO’S キッチン」の公式レシピ本。さっと作れる簡単レシピからパーティで大活
躍しそうなレシピまで、もこみち流料理の数々を豊富な写真とともに紹介。 

 

 モーツァルトとオペラの政治学 

 三宅新三（ミヤケ，シンゾウ）著 ４冊  

日ラ情文製作 
青弓社（セイキュウシャ）（2011）■貴族社会から市民社会への転換期に生きた芸術家モー

ツァルト。「イドメネオ」から「魔笛」までの７大オペラを通して、その根底に横たわる愛と

結婚をめぐる新旧社会の規範の対立や葛藤というエロスの問題を読み解く。 

 

 
上方落語のネタ帳 １分でわかる 噺

はなし

のあらすじ 笑
しょう

事典 

 小佐田定雄（オサダ，サダオ）著 ５冊 

大阪盲福セ製作 
ＰＨＰ研究所（2011）■教養として知っておきたい落語の名作を 108 席取りあげ、あらす

じと豆知識、裏話に芸談などを添えて楽しむ傑作選。読んだらきっと人に話したくなる。話す

ときっと、もっともっと知りたくなるネタを満載。 

 

 緑の毒 

 桐野夏生（キリノ，ナツオ）著 ５冊  

旭川点図製作 
角川書店（2011）■妻あり子なし、３９歳、開業医。趣味、ヴィンテージ・スニーカー。連

続レイプ犯。水曜の夜ごと、川辺は暗い衝動に突き動かされる。緊急救命医と浮気する妻に対

する、嫉妬。邪悪な心が、無関心に付け込む時･･･。 
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 はやく名探偵になりたい 

 東川篤哉（ヒガシガワ，トクヤ）著 ４冊  

滋賀視障セ製作 
光文社（2011）■（推理小説）烏賊川市（いかがわし）のお騒がせメンバーが帰ってきた！

烏賊川市で探偵事務所をひらく鵜飼（うかい）のもとには、なんとも不思議な依頼が舞い込ん

でくる。大学生アルバイト、流平とともに、愚鈍なる思い込み…もとい華麗なる推理と、猪突

猛進なずっこけプレー…いやいや、見事なチームワークで次々と難事件を解決！！『謎解きは

ディナーのあとで』で本屋大賞を受賞した著者の待望の最新作は、お馴染みのメンバーが大活

躍（？）する人気シリーズ！ 

 

 平成猿蟹合戦図   

 吉田修一（ヨシダ，シュウイチ）著 ７冊  

島根ラ製作 
朝日出版社（２０１１）■歌舞伎町で働くバーテンダーが、ニッポンの未来を変えていく！？

長崎から上京した子連れのホステス、事件現場を目撃するバーテン、冴えないホスト…一人ひ

とりの力は弱くても心優しき８人の主人公たちが、少しの勇気と信じる力で、この国の将来を

決める“戦い”に挑んでゆく！ 

 

 ぼくはお金を使わずに生きることにした 

 マーク・ボイル著／吉田奈緒子（ヨシダ，ナオコ）訳 ４冊  

鹿児島視情セ製作 
紀伊国屋書店（2011）■この実験で証明したいのは、お金がなくても「生き延びられること」

ではなく、「豊かに暮らせること」だ－。お金のいらない社会を夢見るイギリスの若者が、みず

から金銭を一切使わずに暮らした１年間の体験を綴る。 

 

 

38 
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□D：デイジー図書の収録時間数 

 

 
録音図書新刊54タイトル 

文学 16 タイトル 
 

啄木
たくぼく

と郁
いく

雨
う

 友の恋歌
こいうた

 矢ぐるまの花 

 山下多恵子（ヤマシタ，タエコ）著 □D 10:00 
未知谷（みちたに）（2010）■啄木の家族と文学を支えた１歳上の函館の友「宮崎郁雨」。明

治40年、小樽で交差した「野口雨情」との闇雲な青春…。石川啄木と２人の友人についての

物語。『新潟日報』連載作品などをまとめて書籍化。 

 

 
片隅の椅子 岡崎康行歌集 コスモス叢書

そうしょ

 

 岡崎康行（オカザキ，ヤスユキ）著 □D 2:36 
柊（ひいらぎ）書房（2007）■岡崎康行の第二歌集。2000 年から 2005 年までの短歌、

488首を収録。 

 

 
汽水域
きすいいき

 新潟県高等学校教職員組合（新高教）教研文芸部会誌 

第２号 

 汽水域編集委員会（キスイイキ ヘンシュウ イインカイ）編 □D 6:32 
新潟県高等学校教職員組合（2010）■新潟県高等学校教職員組合員の小説・詩・短歌・俳句・

狂歌・川柳・エッセイ等の文芸作品や、ルポルタージュ・研究論文、写真・書・絵画・イラス

ト等を掲載したオピニオン雑誌。2010年３月発行。 

 

 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 □D 0:45 
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。 

 

 中原中也悲しみからはじまる 理想の教室 

 佐々木幹郎（ササキ，ミキロウ）著 □D 3:23 
みすず書房（2005）■中原中也の詩にある「悲しみ」を読み解く。人は自らの青春を救うこ

とができるのか。「新編中原中也全集」編集者である現代の詩人が、中也の詩の魅力とその「生

成」の秘密に鋭く迫る。 

 

 
瞼
まぶた

の母 長谷川伸傑作選 

 長谷川伸（ハセガワ，シン）著 □D 10:37  
国書刊行会（2008）■番場の忠太郎は、５つの時に生き別れた母親をたずねる旅をつづけて

いた－。不朽の名作「瞼の母」のほか、「沓掛時次郎（くつかけときじろう）」「一本刀（いっ

ぽんがたな）土俵入」「雪の渡り鳥」など傑作戯曲を全７篇収録。 

 

40 
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 史記 武帝紀 6 

 北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）［著］ □D 9:25  
角川春樹事務所（2011）■（時代・歴史小説）故国に一族を抹殺され、武人として匈奴（き

ょうど）で生きることを誓った李陵。北の地に流され、狼とともに極寒を生き抜く蘇武（そぶ）。

２人は宿命の再会へ…。中国史上最大の史書を壮大なスケールで描く。 

 

 地獄堂霊界通信 2 完全版 

 香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著 □D 5:50 
講談社（2009）■上院町内に君臨する、てっちゃん、リョーチン、椎名の３人組。彼らの前

に美少女、由宇が現れた。そして、彼女をつけねらう黒衣の男、蒼竜。３人は初恋の少女を守

ることができるのか！全３編を収録。 

 

 
血に非

あら

ず 新・古着屋総兵衛１ 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:38  
新潮社（2011）■（時代・歴史小説）六代目総兵衛の活躍した元禄・宝永年間から九十余年。

享和二（1802）年、九代目総兵衛勝典は、労咳（ろうがい）で瀕死の床にあった。嫡子幸之

輔（こうのすけ）を流行病で亡くし、大黒屋内には直系の者はいない。深川で女郎屋を営む女

はかつて勝典をたぶらかして子を孕んだというのだが。後継について勝典は謎の言葉をつぶや

いた―「血に非ず」。 

 

 百年の呪い 新・古着屋総兵衛２ 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:28 
新潮社（2011）■（時代・歴史小説）今坂一族の卜師（ぼくし）梅香林（ばいこうりん）は、

鳶沢一族に張り巡らされた闇祈祷を看破した六義園（りくぎえん）を拠点とした闇四神（やみ

しじん）の結界（けっかい）は富沢町（とみざわちょう）、さらに駿府鳶沢村をも包囲してい

た。幾重にも仕掛けられた百年の呪いに十代目総兵衛勝臣（かつおみ）は敢然と立ち向かう。 

 

 
祝 言
しゅうげん

日和
びより

 酔いどれ小籐次
ことう じ

留書 17 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:40 
幻冬社（2012）■（時代・歴史小説）御用の手助けが過ぎると観右衛門（かんえもん）に釘

を刺されていた小籐次だが、聞くともなく聞いた頼みは、にわかには信じ難い、幕閣をも巻き

込む大事件を解決するための助力だった。大興奮の第17弾！ 

 

 夏子の冒険 改版 

 三島由紀夫（ミシマ，ユキオ）［著］ □D 6:53 
角川書店（2009）■魅力的なわがまま娘が北海道に展開する、奇想天外な冒険物語！若者た

ちの退屈さに愛想をつかし、函館の修道院に入ると言いだした夏子。函館に向かう列車の中で

見知らぬ青年・毅（つよし）の目に情熱的な輝きを見つけ･･･。 
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 謎 006 スペシャル・ブレンド・ミステリー 

 今野敏（コンノ，ビン）選／日本推理作家協会（ニホン スイリ サッカ 

キョウカイ）編 □D 7:44 
講談社（2011）■（推理小説）70～90年代の傑作短編ミステリーから、当代の人気作家が

ベスト・オブ・ベストをセレクトする究極のアンソロジー第６弾。手紙嫌い 若竹七海著． 海

猫岬 山村正夫著． 闇の奥 逢坂剛（オウサカ，ゴウ）著． キッシング・カズン 陳舜臣

（チン，シュンシン）著． 移動指紋 佐野洋著． 蝋いろの顔 都筑道夫（ツヅキ,  ミチオ）

著． 鳴神（なるかみ） 泡坂妻夫（アワサカ,  ツマオ）著． 如菩薩団（にょぼさつだん） 

筒井康隆著． 

 

 
東郷青児 他言

たごん

無用
むよう

 人間の記録89 

 東郷青児（トウゴウ，セイジ）著 □D 8:28  
日本図書センター（1999）■独自の画風で知られる洋画家である著者。ダダイズムなどにふ

れながら画風を追求した彼が、日々の出来事、パリの思い出等、様々に書き散らした随筆集。 

 

 触れ合い効果 あとの祭り 

 渡辺淳一（ワタナベ，ジュンイチ）著 □D 5:20 
新潮社（2010）■最近は「見知らぬ人に触れるのが気持ち悪い」という若者がいるらしい。

しかし、肌と肌とが触れ合うことは、人間が関係性を愛おしむ一番大切なコミュニケーション。

建前に流されて、心と身体が「寂しい」と泣いていませんか？人生の問題のさまざまを、原点

に戻って見つめ直したくなること必至。深くて温かな箴言（しんげん）が胸に響く、大人気エ

ッセイ。 

 

 ばらとおむつ 

 銀色夏生（ギンイロ，ナツオ）［著］ □D 12:23  
角川書店（2007）■脳梗塞になった母、しげちゃん。兄、せっせによる介護記録と、日常の

あれこれ。まわりにいる風変わりな人たちや、子どもたちとの会話を織りこみ、毎日はつるつ

る過ぎていきます。 

 

 
総記・雑著 ２タイトル 

 
P C
ピーシー

-Talker
ト ー カ ー

７
セブン

Ⅱ
ツー

で Windows７を初めて利用する本 

＠
アット

イーズブックス vol.８ 

 アットイーズ［編］ □D 1:18 
アットイーズ（2011）■現在国内で最も多くのユーザーに愛用されているスクリーンリーダ

ー「PC-Talker 7 Ⅱ」でWindows 7を活用するときに、知っておくと便利な知識をわかり

やすく解説しました。第１章 Windows7 を動かしてみよう 第２章 ソフトウェアを使って

みよう 第３章 ファイルとフォルダーの仕組みを知ろう 第４章 コンピューターと MyFile 

第５章 付録 
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 寝る前に読んでください。Vol.２ 

 佐藤光浩（サトウ，ミツヒロ）［著］□D 4:33  
アルファポリス（2011）■家族のあたたかな愛情、子どもたちの小さな勇気、動物たちの健

気な姿、偶然がもたらした奇跡－。こころがふと安らぎ、やさしい気持ちになれる物語の数々

を収録。今夜ぐっすり眠りたい、そんなあなたにぴったりの１冊。 

 

 
心理学 １タイトル 

 トリココ 幸せを見つける性格診断 あなたのココロに棲む 10の鳥 

 名越康文（ナコシ，ヤスフミ）著 □D 4:20  
リイド社（2010）■自分と他人の性格の違いを知れば、人間関係が円滑になる！テレビ・ラ

ジオで活躍中の精神科医が人の性格を１０種類の鳥に分類し、タイプ別に生き方や幸せへのヒ

ントを伝えます。チェック式の質問ページあり。 

 

 
歴史・伝記 15タイトル 

 中国の歴史1  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 18:53  
講談社（1990）■中国の歴史は奥深い。三皇五帝の時代から夏・殷へ、そして孔子や老子な

ど諸子百家が輩出した群雄割拠の春秋戦国時代へ、数多の英雄が登場し、やがて消え去る。―

覇権を争い、権謀術数の渦巻く滔々（とうとう）たる時の流れを、豊かな史料から考察し、祖

国への愛と憧憬をこめて綴る中国５千年の歴史シリーズ。 

 

 中国の歴史 2  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 20:04  
講談社（1990）■群雄割拠の時代を経て、中国に大統一時代が訪れる。戦国七雄の確執の後、

力強いうぶ声をあげたのは秦だった。だが大政権の誕生は、政権内部そのものにさまざまな矛

盾を生み、秦の天下も束の間に滅ぶ。覇権はやがて漢（前漢）へと移る。 

 

 中国の歴史 3  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 20:12  
講談社（1990）■王莽によって簒奪（さんだつ）された王朝を回復した後漢もやがて衰え、

中国史のなかで最もよく知られ、最も躍動する三国志の時代を迎える。多くの英雄が輩出し、

のびのびと、しかし激烈に時代の波を押し渡る。 

 

 中国の歴史 4  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 21:19  
講談社（1991）■日本から遣隋使を迎えた隋の時代を経て、花開く唐時代へと時は流れる。

長安に優雅な宮廷の楽がひびき、宮女の脂粉香がたちこめる。しかし盛衰は世の常、唐もまた

兵乱の末、次なる宋へ…。 
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 中国の歴史 5  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 20:39  
講談社（1991）■１３世紀、モンゴルは急速に力をつけ、中原の地に、若々しく荒々しい新

鮮な血潮を輸血した。大元帝国の誕生。チンギス汗からフビライへと続くその大勢力は、世界

征覇をめざして猪突の猛進をする。 

 

 中国の歴史 6  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 19:26 
講談社（1991）■洪武・永楽と栄えた明もやがて北虜南倭の禍、宦官（かんがん）の跋扈（ば

っこ）、党争の表面化などにより滅びの時を迎える。後を襲ったのは清。康煕・乾隆の黄金時

代を現出するが、栄華の隙をついてアヘン禍が衰運を呼ぶ。 

 

 中国の歴史 7  

 陳舜臣（チン，シュンシン）［著］ □D 20:27  
講談社（1991）■アヘン戦争による経済破綻、西欧列強の進出、日清戦争の敗北。内外の憂

患に潰され清は亡国のときを迎えた。孫文につづく革命家たちは、自主・独立の旗を掲げ民族

の力を結集、中華躍進の基礎を築く。 

 

 十字軍物語 3 

 塩野七生（シオノ，ナナミ）著 □D 17:03  
新潮社（2011）■中世最大の事件「十字軍」が歴史に遺したものとは何だったのか？本当の

勝者はどちらなのか？歴史に敢然と問いを突きつける。「絵で見る十字軍物語」に続く本編第

３弾、シリーズ完結。 

 

 
文武の藩

はん

儒者
じゅしゃ

秋山
あきやま

景山
けいざん

 

 小川和也（オガワ，カズナリ）著 □D 8:50  
角川学芸出版（2011）■江戸の諸藩はどのように改革を行ったのか？越後長岡藩の知られざ

る逸材、秋山景山に焦点を結び、文武の両面から藩政改革を支えた藩儒者の思想と歴史の実相

を描く。 

 

 樫山純三 走れオンワード 事業と競馬に賭けた50年 

人間の記録69 

 樫山純三（カシヤマ，ジュンゾウ）著 □D 5:24  
日本図書センター（1998）■三越呉服店への奉公に始まり、服飾業界屈指のオンワード樫山

を創業・経営してきた50年余りの道程と、馬主人生を自ら語る。 

 

 藤原道子 ひとすじの道に生きる 人間の記録74 

 藤原道子（フジワラ，ミチコ）著 □D 9:16  
日本図書センター（1998）■一貫して社会保障問題に取り組み続けた政治家が、看護婦とし

て貧民街で働いた若き日、日本社会党の代議士として活躍した日々を綴った自叙伝。 
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 石垣綾子 私の爪あと 人間の記録76 

 石垣綾子（イシガキ，アヤコ）著 □D 7:49  
日本図書センター（1998）■満州事変、日中戦争と続く激動の時代のなかで一貫して反ファ

シズム、中国人民支援の活動に携わり、戦後は女性の新しい生き方を提唱した著者の自伝。 

 

 正力松太郎 悪戦苦闘 人間の記録86 

 正力松太郎（ショウリキ，マツタロウ）著 □D 5:41  
日本図書センター（1999）■虎ノ門事件を機に、警視庁から新聞・放送経営者に転身し、日

本のメディア界を掌握した著者。自身の半生や思想、伊藤忠兵衛との対談などをまとめる。 

 

 徳川幹子 わたしはロビンソン・クルーソー 人間の記録90 

 徳川幹子（トクガワ，モトコ）著 □D 6:03 
日本図書センター（1999）■旧鳥取藩主の長女として生まれ、水戸徳川一橋家の流れをくむ

男性と結婚。やがて開拓農民となり社会運動に身を捧げていった著者の生涯を綴った自伝。 

 

 丸岡秀子 ひとつの真実に生きて 人間の記録92 

 丸岡秀子（マルオカ，ヒデコ）著 □D 5:52 
日本図書センター（1999）■教育、農村、女性の諸問題に積極的な活動を展開した著者。評

論家である彼女が、その歩みをふりかえる自叙伝。 

 

 
地理 ２タイトル 

 
にいがたの風土記

ふ ど き

 

 新潟県小学校図書館協議会（ニイガタケン ショウガッコウ トショカン 

キョウギカイ）編 □D 4:57  
光文書院（1984）■新潟の厳しい自然の中、その中で懸命に生きる人々の姿。そこで生まれ

た行事・祭礼。わらべ歌・遊び等を伝え、子どもたちに故郷を見直し、故郷を愛する子どもに

なるようにと願って書かれた本。 

 

 雪男は向こうからやって来た 

 角幡唯介（カクハタ，ユウスケ）著 □D 10:52 
集英社（2011）■2008年10月の新聞に掲載された、雪男のものとされる足跡の写真。雪

男を目撃したという人々を取材した著者が、現場でえぐり取った雪男探しをめぐる一点の鋭い

真実とは？謎の生き物とそれを追う人間たちのドキュメント。 
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社会 ６タイトル 

 清浄なる精神 

 内山節（ウチヤマ，タカシ）著 □D 10:40  
信濃毎日新聞社（2009）■民衆の「日本的精神」はどのように近代化の波にのまれ、崩れて

いったのか。そしてそれは精神の基層にどのように残り、未来に何を語ろうとしているのか。

この国のこころの原型を読み解く。『信濃毎日新聞』連載を単行本化。 

 

 「非正規」をなくす方法 雇用、賃金、公契約 

 中村和雄（ナカムラ，カズオ），脇田滋（ワキタ，シゲル）共著 □D 7:05 
新日本出版社（2011）■非正規雇用労働者の権利を実現するための活動に取り組む弁護士と

研究者が「非正規をなくす方法」を解説。雇用、賃金、均等待遇、公務労働などさまざまな課

題の解決方法を提案する。デンマークや韓国の状況も紹介。 

 

 出会い系のシングルマザーたち 欲望と貧困のはざまで 

 鈴木大介（スズキ，ダイスケ）著 □D 3:49  
朝日新聞出版（2010）■ＤＶ、うつ、虐待。別れた夫との修羅をひきずり、子どもとの生活

のため、そして行き場のない寂しさから、出会い系サイトで売春する…。そんなシングルマザ

ーの壮絶な性と生に関するルポルタージュ。 

 

 ネコの目で見守る子育て 

学力・体力テスト日本一！福井県の教育のヒミツ 

 太田あや（オオタ，アヤ）著 □D 4:33 
小学館（2009）■学力・体力が日本一である福井県の子どもたちとはどんな子たちなのか？ 

教育にまつわる１０のエピソードをもとに探るほか、福井県出身の東大生の話や、家庭での取

り組みなどを紹介する。 

 

 山の安全のことわざ 復刻版 

 林業労働災害防止協会（リンギョウ ロウドウ サイガイ ボウシ キョウ

カイ）編集 □D 2:00 
林野庁関東森林管理局上越森林管理署（2011）■山で暮らす人たちの言い伝えやことわざか

ら、山の天候、山の仕事、山の安全に関するものを収録。1977年刊の復刻版。 

 

 ブラック・スワン降臨 

9
きゅう

. 1 1
いちいち

－3
さん

. 1 1
いちいち

インテリジェンス十年戦争 

 手嶋龍一（テシマ，リュウイチ）著 □D 7:11  
新潮社（2011）■ビンラディンを急襲した米特殊部隊。10 年に及ぶ諜報（ちょうほう）活

動に凱歌が上がったその時、福島の地は「ブラック・スワン」の羽に覆われていた－。現代イ

ンテリジェンス戦の実態を描き出すノンフィクション。 
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自然科学・健康・医学 ４タイトル 

 猿橋勝子 女性として科学者として 人間の記録97 

 猿橋勝子（サルハシ，カツコ）著 □D 8:33 
日本図書センター（1999）■人工放射性物質の調査などの研究で知られ、女性科学者の社会

的地位の向上や、後進の育成にも力を注ぐ著者が、自らの研究人生を綴る。 

 

 誤解だらけのうつ治療 

 蟻塚亮二（アリツカ，リョウジ），上野玲（ウエノ，レイ）著 □D 6:17 
集英社（2009）■これまでうつの常識とされていた治療法や生活習慣、あるいは、うつを人

生の中でどうとらえるかといった諸問題などについて、うつ病体験のある精神科医とジャーナ

リストが、医者と患者両方の視点から考える。 

 

 フード・ポリティクス 肥満社会と食品産業 

 マリオン・ネスル著／三宅真季子（ミヤケ，マキコ），鈴木真理子（ス

ズキ，マリコ）訳 □D 26:00 
新曜社（2005）■地球上の半数が飢えるなかで、肥満と飽食に突き進む社会。巨大食品ビジ

ネス、政治家、栄養学者が三位一体で描く食生活支配の構図とは？不適切な食生活を誘う環境

を作り出す上で食品業界が果たしている役割等を考える。 

 

 食べ物を変えれば脳が変わる 

 生田哲（イクタ，サトシ）著 □D 6:48  
ＰＨＰ研究所（2008）■脳と心を最適な状態にするために、今すぐ始められる食習慣とは何

か？うつ改善やアルツハイマー病予防にもなる、脳と心にいい食事、または悪い食事について、

治験による裏づけを明記しつつ平易に解説する。 

 

産業 １タイトル 

 ネコの心理 図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－ 

 今泉忠明（イマイズミ，タダアキ）監修 □D 6:45  
ナツメ社（2007）■古くから私たちの身近にいて、自由奔放さと可愛いらしさが魅力のネコ。

そんなネコの仕草や行動から気持ちを理解する方法、良い飼い主のあり方、病気やトラブル対

処法について動物行動学に基づき解説。 

 

芸術・スポーツ ４タイトル 

 岡本太郎 挑む／夢と誓い〈抄〉 人間の記録77 

 岡本太郎（オカモト，タロウ）著 □D 7:38 
日本図書センター（1998）■大阪万博の「太陽の塔」や、「芸術は爆発だ！」の発言などで

知られる芸術家が、父母の思い出、パリ留学、芸術論などを縦横に語る。 
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 手塚治虫 僕はマンガ家 人間の記録100 

 手塚治虫（テズカ，オサム）著 □D 7:34  
日本図書センター（1999）■「鉄腕アトム」「火の鳥」など、国民的人気漫画を生み出した、

戦後漫画界最大の巨星である著者。漫画文化の可能性を切り開いた彼による自伝。 

 

 古賀政男 歌はわが友わが心 人間の記録 93 

 古賀政男（コガ，マサオ）著 □D 5:50 
日本図書センター（1999）■「誰か故郷を思わざる」「丘を越えて」など、独特の魅力をも

つメロディーにより、日本人に親しまれる多数の作品をつくった著者が、自らの生涯を綴る。 

 

 中村寅吉 栄光のゴルフ 人間の記録96 

 中村寅吉（ナカムラ，トラキチ）著 □D 6:46 
日本図書センター（1999）■1957年のカナダ・カップで世界の強豪を抑え優勝。日本にゴ

ルフを定着させたプロゴルファーである著者が、自らの人生を綴る。 

 

録音児童図書 ３タイトル 

 希望の翼 新装改訂版 

 池田大作（イケダ，ダイサク）著 □D 3:08  
鳳（おおとり）書院（2006）■創価学会名誉会長の著者が、折々に青年たちに語った、古今

東西の歴史や偉人のエピソードを中心にまとめたもの。21 世紀の大空を羽ばたきゆく 10 代

の友に贈る、青春の勝利の飛翔へのエール。 

 

 ぼくを探しに 

 シェル・シルヴァスタイン作／倉橋由美子（クラハシ，ユミコ）訳 

□D 0:26 
講談社（1977）■さあどうぞシルヴァスタインのふしぎの世界へ。倉橋由美子がご案内しま

す！この魅力的で心にしみるイラスト物語が、地球の上で、花のように、風のように読まれ続

けているわけ――を、あなたも見つけてください。 

 

 小さな山神スズナ姫 小さなスズナ姫１ 

 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）作／飯野和好（イイノ，カズヨシ）画 

□D 1:37 
偕成社（1996）■山を紅葉させるのは、山神の大事な仕事のひとつです。この仕事をスズナ

姫がひとりでやりおおせたら山神としての独立をゆるすと、お父さんの山神さまはやくそくし

てくれました。スズナ山にむかうスズナ姫ですが…。 
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 一般ＣＤ ２タイトル 
文学 ２タイトル 

 草枕 上 

 夏目漱石（ナツメ，ソウセキ）著／日下武史（クサカ，タケシ）朗読 

3:21  

 草枕 下 

 夏目漱石（ナツメ，ソウセキ）著／日下武史（クサカ，タケシ）朗読 

2:08  
新潮社（2005）■智に働けば角が立つ――思索にかられつつ山路を登りつめた青年画家の前

に現われる謎の美女。絢爛たる文章で綴る漱石初期の名作。 
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２月～３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 
 江戸っ子の意地 

 安藤優一郎（アンドウ，ユウイチロウ）著 □D 4:58  

川崎盲図製作 
集英社（2011）■一夜にして歴史の敗者となった幕臣たち。しかし彼らは、新政府への反骨

を胸に秘めながら日本の近代化を下支えし、「江戸」を後世へと伝える活動を立ち上げる。従

来の歴史叙述では描かれることのない、新たな幕末維新史。 

 

 
秋山好古

よしふる

と秋山真之
さねゆき

 日露戦争を勝利に導いた兄弟 

 楠木誠一郎（クスノキ，セイイチロウ）著 □D 9:06 

岡山視障製作 
ＰＨＰ研究所（2011）■兄弟愛、友情、熱き魂…。ロシア騎兵を破った兄・好古、日本海海

戦を勝利に導いた弟・真之。日露戦争で大活躍した秋山兄弟の栄光と苦悩の生涯を、エピソー

ド中心に描く。 

 

 聞く力 心をひらく35 のヒント 

 阿川佐和子（アガワ，サワコ）著 □D５:49  

小樽点図製作 
文芸春秋（201２）■頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。

インタビューが苦手だった阿川佐和子が、1000 人ちかい出会い、30 回以上のお見合いで掴

んだコミュニケーション術を披露する。 

 

 僕のお父さんは東電の社員です 

小中学生たちの白熱議論！3･11 と働くことの意味 

 毎日小学生新聞（マイニチ ショウガクセイ シンブン）編／ 

森達也（モリ，タツヤ）著 □D 4:33  

西宮視障製作 
現代書館（201１）■「僕のお父さんは東電の社員です」悪いのは東電だけ？子どもはどんな

責任を持つの？全国の小中学生が参加した白熱議論から、日本人の責任と課題、可能性を模索

する。『毎日小学生新聞』の読者投稿に解説を付け単行本化。 

 

 電気もガスも使わないしあわせレシピ 

あえるだけ、のせるだけ簡単メニュー117 

 いっちゃん著  □D 3:02 

福島点図製作 
主婦の友社（2011）■えびフライ、野菜たっぷりハムロール、簡単ホットドッグ、チリコン

カン…。簡単なのはもちろん、目でも楽しめ、急な来客にも対応できる、電気もガスも使わな

い117レシピを紹介。 
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 壁 百年文庫７６ 

 カミュ，安部公房（アベ，コウボウ），サヴィニオ著／大久保敏彦（オ

オクボ，トシヒコ），竹山博英（タケヤマ，ヒロヒデ）訳 □D 3:26  

岩手視聴情製作 
ポプラ社（2011）■日本と世界の文豪による名短篇を、漢字１文字の趣に合わせて１冊に編

んだアンソロジー。カミュ『ヨナ』安部公房『魔法のチョーク』サヴィニオ『「人生」という

名の家』を収録。「自らの星」を信じ、名声をほしいままにしてきた画家ヨナ。やがて訪れた

孤独と沈黙の果てに、彼が見出した幸福な光とは（カミュ『ヨナ』） 

 

 
鮫島
さめじま

の貌
かお

 新宿鮫短編集 

 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 □D 5:05 ４巻 

旭川点図製作 
光文社（2012）■（推理小説）新宿署に異動直後の刑事・鮫島を襲う危機や、腐った刑事や

暗殺者との対決、『狼花』の後日談など、「新宿鮫」の魅力が詰まった全10編の短編集。 

 

 
雲
うん

竜
りゅう

 火 盗 改
かとうあらため

鬼
おに

与力
よりき

 

 鳥羽亮（トバ，リョウ）著 □D 6:02 

日点図製作 
角川書店（2012）■（時代・歴史小説）米問屋が襲撃され、10 数年前の賊との関連が疑わ

れた。火付盗賊改方の与力である主人公は、５人の密偵を潜らせ事件を追う。シリーズ第１作。 

 

 持ち重りする薔薇の花 

 丸谷才一（マルヤ，サイイチ）著 □D 5:56 5 巻 

奈良視福セ製作 
新潮社（2011）■カルテットというのは、四人で薔薇の花束を持つようなものだな。面倒だ

ぞ、厄介だぞ、持ちにくいぞ――。互いの妻との恋愛あり、嫉妬あり、裏切りあり。それでも

奏でられる音楽は、こんなにも深く、美しい！財界の重鎮が語る、世界的カルテットとの知ら

れざる交友。人生の味わいを細密なディテールで描き尽くす、待望の最新長篇。 

 

 闇の記憶 

 ウィリアム・K．クルーガー著／野口百合子（ノグチ，ユリコ）訳 

□D 14:34  

上田点図製作 
講談社（2011）■シカゴの不動産王ルイス・ジャコビの息子が惨殺死体で発見された。保留

地でのカジノ経営権を巡るトラブルか？保安官に復帰したコーク・オコナーは、事件の捜査中

に何者かに狙撃される。最愛の妻と子供たちまで危険が迫り、熱い心を持つ不器用な男・コー

クは人生最大の窮地に。傑作ハードボイルド第５弾。 
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１月～２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年冬号） 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 1/１、1/１５、2/５、2/1９号） 新潟市発行 

・平成２３年度版 障がい者（児）福祉のしおり 新潟市 

 新潟市福祉部障がい福祉課発行 

・点字電話帳 新潟市版・上越版・中越版・下越版・佐渡版 

 東日本電信電話株式会社発行 

・広報かしわざき（第1060～1063号） 柏崎点訳奉仕会発行 

・ふれあいらしんばん（第23号） 内閣府政府広報室発行 

・点字厚生（第229号） 日本盲人会連合発行 

・県政だより（1月号） 秋田県発行 

・県議会だより（ＮＯ．１３8）秋田県議会発行 

・点字広報とちぎ（1月号、2月号） 栃木県発行 

・県議会とちぎ（2月発行号） 栃木県議会発行 

・東洋療法（1月号、2月号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

・にってんボイス（2月号） 日本点字図書館発行 

・にってんブレイル（３月号） 日本点字図書館発行 

・情報誌らしんばん（１2月号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

・読書（1月号、2月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

・ひかり（第645号、646号） 天理教点字文庫発行 

・出版図書ニュース（第１１２号） 京都ライトハウス情報製作センター発行 

・女子パウロ会点字部（2月号、３月号） 聖パウロ女子修道会発行 

・自由民主（2月発行号） 自由民主党発行 

・熊本わたしたちの福祉（第６０号） 熊本学園大学付属社会福祉研究所発行 

・ビッグ・アイコミュニケーション情報誌（i-co／あいこ） ＮO．３ 

ビッグ・アイ共働機構発行 

 

≪大活字≫ 

・ひとりでできる家庭料理 五感で調理するレシピ集 日本盲人社会福祉施設協

議会発行 
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新規貸出雑誌の紹介 

次のデイジー版３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≫ 

・羽化（うか）／横浜漢点字羽化の会（隔月刊） 

  横浜漢点字羽化の会発行の機関誌です。 

・京まる／京都ライトハウス情報ステーション（月刊） 

「声の京都」「本屋さんの新刊書」「京ごよみ」「はなのぼう」「福祉関係 

ニュース」の５種類の録音雑誌を収録。毎月２０日頃発送の予定です。 

京都在住者以外の個人宛てに、返却不要のCD-R で直接送ってもらうこと 

もできます。サピエからコンテンツのダウンロードができます。 

・新聞コラム／さいたま市立中央図書館（週刊） 

  朝日新聞「天声人語」と毎日新聞「余録」を収録。木曜日から水曜日までの 

  １週間分を翌週月曜日に発行。１時間で編集しています。 

 

次のカセットテープ版１誌は、製作館が２０１２年４・５月号をもってテープ

版製作を中止するため、当館での取り扱いを中止します。 

≪カセット≫ 

・（生活）暮しの手帖／茨城県立点字図書館（隔月） 

 月刊でデイジー版あり 
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