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新 刊 案 内 

■2012 年８月～９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 9８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 50 タイトル 

文学 16 タイトル 

 宇宙のまなざし 詩集 

 坂村真民（サカムラ，シンミン）著 1 冊 
サンマーク出版（2000）■「明けの 明星さまは 宇宙の まなざし すべての星が 消え

ても 一つ残って 光り給う その愛の あたたかさよ ありがたさよ 限りのない 深さ

よ」代表作を編んだ決定版詩集３部作完結編。本書は抜粋版。 

 

 雪渓下
せっけいか

の密室 

 梓林太郎（アズサ，リンタロウ）著 4 冊 
光文社（1998）■（推理小説）四十半ばを過ぎた鵜ノ木（うのき）は、年に二回欠かさず山

に登る。彼が横尾山荘で知り合った青年安西は、北アルプスの経験は浅かった。鵜ノ木は、連

れを欲しがっている彼と蝶ガ岳を目指すことになった。天候の急変とともに二人の間には異様

な空気が…！傑作山岳ミステリー七編収録 

 

点字図書  ～  ・・・ p.１～12 

録音図書  ～  ・・・ p.13～25 

情報誌 ・・・・・・・・・・・・ p.26 
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 仙
せん

丈
じょうが

岳
たけ

殺人事件 

 梓林太郎（アズサ，リンタロウ）著 4 冊 
徳間書店（1991）■（推理小説）偶然居合わせた二組のパーティ。いずれも吹雪を避けて、

ここに避難してきたのだが、そこに新たに髭面の男が入ってきて、そこから悲劇が始まる…。 

 

 ねえ、委員長 

 市川拓司（イチカワ，タクジ）著 3 冊 
幻冬舎（2012）■品行方正・成績優秀な学級委員長のわたしと、小説を書き始めた落ちこぼ

れの鹿山（かやま）くん。実らなかった初恋が、時空を超えていまの自分に届く。表題作をは

じめ全３編を収録。 

 

 口紅のとき 

 角田光代（カクタ，ミツヨ）著 

上田義彦（ウエダ，ヨシヒコ）写真 1 冊 
求竜堂（2012）■初恋、結婚、別離…。人生はいつも口紅とともに。口紅にまつわるあざや

かなドラマを描いた短篇集。 

 

 女の斜塔 復讐編 

 梶山季之（カジヤマ，トシユキ）著 4 冊 
集英社（1966）■建築学界の大御所・徳武教授には一人娘の奈津子がいた。教授には対照的

な二人の愛弟子がおり、自分の後継者を決めるため、大阪の「国際文化ホ－ル」の設計試作チ

ャンスをあたえる。 

 

 地獄堂霊界通信 完全版 1  

 香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著 3 冊 
講談社（2012）■てっちゃん・リョーチン・椎名のワルガキ３人組が、薬屋の店主に不思議

な言葉を教えられた。「なうまくさまんだばざらだんかん…」その呪文を唱えたとき、異世界

への扉が開く！人気シリーズ、ここに完全復活！ 

 

 地獄堂霊界通信 完全版 2  

 香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著 4 冊 
講談社（2012）■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。 

 

 未完の遺書 

 佐野洋（サノ，ヨウ）著 4 冊 
角川書店（1983）■バー勤めの未亡人・葉子にとって小学校四年生の秋男は、なにものにも

かえ難いかわいい子どもであった。しかし秋男は無人踏切で電車にひかれて死亡。悲しみに沈

む葉子のもとに週刊誌の記者が訪ねてくる。葉子は記者に頼み、息子の死については記事を書

かない事を約束してもらうのだが…。 
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 母と子の窓 

 竹田敏彦（タケダ，トシヒコ）著 9 冊 
大日本雄弁会講談社（1957）■貧しい母子寮に勤務する保母と学童指導員は、ともに母一人

子一人の生活。互いの寂しさから思いを寄せ合っていた。がある日、親孝行で評判の少年がＰ

ＴＡの有力者夫人の子の紛失金を拾ったことから盗人扱いされる。母子寮をテーマにした社会

ドラマ。 

 

 放浪記 

 林芙美子（ハヤシ，フミコ）著 3 冊 
角川春樹事務所（2012）■尾道から上京した若き芙美子は、住まいと男を転々としながら、

どうしても貧困から抜け出せずにいた。明るく、凛とした強さで、逆境とまっすぐに向き合っ

て生きた芙美子が、自身の思いの丈を軽妙に綴った、等身大の日記。 

 

 明日
あ す

はちがうわたし 

 半田浩恵（ハンダ，ヒロエ）著 3 冊 
徳間書店（2012）■日替わりで他人にのりうつって暮らす「わたし」。そんなある日、異変

は不意に訪れた。「あんた、きのう俺だったでしょ！？」と言う少年は、「わたし」にある提案

をして…。切ないスイートファンタジー。 

 

 兇
きょう

 

 矢野隆（ヤノ，タカシ）著 4 冊 
徳間書店（2012）■（時代・歴史小説）幕末の京都。天誅（てんちゅう）と称する要人暗殺

が、尊王攘夷（そんのうじょうい）を叫ぶ若き武士たちによって行われていた。江戸から派遣

された内偵の前に、土佐藩の人斬り以蔵が立ちふさがり…。青春時代小説。 

 

 夏目漱石全集 9 

 夏目漱石（ナツメ，ソウセキ）著 10 冊 
筑摩書房（1988）■結婚して間もない夫婦の不安定な家庭生活を中心に、登場人物を巧みに

配して展開される醜悪な人間たちの百鬼夜行。漱石の生涯のテーマである、エゴイズムとその

克服の問題が追及される未完の遺作「明暗」を収録。 

 

 亡き妻へのレクイエム 

 リチャード・ニーリイ著/仁賀克雄（ジンガ，カツオ）訳 4 冊 
早川書房（2012）■（推理小説）長年触れなかったトランクから出てきた未発送の手紙。そ

れは亡き妻が、従軍中の夫に宛てた手紙だった。夫の帰国を待ち望む、心温まる内容の手紙に

残された日付は、妻が自殺した、まさに「その日」。夫は、妻の死の疑惑に決着をつける決意

を固める。 
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 森の生活 

 ヘンリー・D・ソロー著/真崎義博（マサキ，ヨシヒロ）訳 6 冊 
宝島社（1998）■森の自然観察と畑仕事と読書を楽しむシンプルな生活が深い思索を生んだ。

自然と文明、個人と社会…そして、人が心豊かに生きていくとは、どういうことなのか。自然

と人生を愛する読者に贈る歴史的名著。 

 

心理・宗教 ３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 3 冊 
バジリコ（2012）■扱い方要注意のやっかいな人間の感情「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。 

 

 隠れた脳 好み、道徳、市場、集団を操る無意識の科学 

 シャンカール・ヴェダンタム著／渡会圭子（ワタライ，ケイコ）訳  

5 冊 
インターシフト（2012）■なぜ災害時に対応を誤るのか？一匹の犬が多数の犠牲者より同情

を集めるわけとは？無意識の小さな思い込みが、暮らしや社会に与える大きな影響について解

き明かす。 

 

 池上彰の宗教がわかれば世界が見える 

 池上彰（イケガミ，アキラ）著 4 冊 
文芸春秋（2012）■人はなぜ宗教を求めるのか？日本人は「無宗教」なのか？スピリチュア

ルブームの正体は？仏教、キリスト教、イスラム教の３大宗教から、神道、ユダヤ教まで、著

者が７人の賢者とともに読み解く。 

 

歴史・地理 ２タイトル 

 江戸時代はエコ時代 

 石川英輔（イシカワ，エイスケ）［著］ 3 冊 
講談社（2012）■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…。 

 

 広島・宮島・尾道・倉敷  楽楽 らくらくにっぽん、再発見！ 

中国四国１  

 ５冊 
ＪＴＢパブリッシング（2012）■世界遺産とグルメを楽しむ２泊３日、風景を満喫する２泊

３日…。見どころを楽楽回るモデルルートを紹介するほか、観光スポットやグルメ、宿泊など

エリア別ガイドを掲載。情報は、２０１０年１１月時点のものです。 

１7 
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法律・経営 ６タイトル 

 検察審査会法 

 1 冊 
総務省法令データ提供システム（2012）■検察官が独占する起訴の権限の行使に民意を反映

させ、適正を図るために設置される検察審査会について定める。現行の平成１９年５月３０日

改正内容全文。 

 

 戸籍法 任意後見契約に関する法律 

 1 冊 
総務省法令データ提供システム（2012）■平成２３年６月３日改正の「戸籍法」と、平成 

２３年５月２５日改正の「任意後見契約に関する法律」を収録。 

 

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 

 1 冊 
総務省法令データ提供システム（2012）■国民から選任された裁判員が裁判官と共に刑事事

件の審理に参加する裁判員制度について、必要な事項を定めた法律。現行の平成２１年６月３

日改正内容全文。 

 

 利息制限法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 

 1 冊 
総務省法令データ提供システム（2012）■平成１８年１２月２０日改正の「利息制限法」と、

平成１９年６月１３日改正の「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」を収

録。 

 

 マネジメント 基本と原則 エッセンシャル版 

 Ｐ．Ｆ．ドラッカー著/上田惇生（ウエダ，アツオ）編訳 5 冊 
ダイヤモンド社（2012）■ドラッカー経営学の集大成を凝縮。指針とすべき役割・責任・行

動を示し、新しい目的意識と使命感を与える書。１９７５年刊「抄訳マネジメント」を改訂改

題して新たに論文を加えたエッセンシャル版。 

 

 社長の教科書 経営者が陥る２５の落とし穴 

 二条彪（ニジョウ，タケシ）著 3 冊 
長崎出版（2012）■成功した社長の話を何百回聞いても、真似てもうまくはいかない。なぜ

なら、成功した社長とあなたは性格が違うからだ…。自らの失敗体験から、経営者に向けて「こ

んな過ちだけは絶対にしないでほしい」と願うことをまとめる。 
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教育・点字 ２タイトル 

 新潟県内における韓国・朝鮮人の足跡をたどる 平和教育ガイドブック 

 新潟県高等学校教職員組合平和教育研究委員会（ニイガタケン コウト

ウ ガッコウ キョウショクイン クミアイ ヘイワ キョウイク 

ケンキュウ イインカイ）［編］ 2 冊 
新潟県高等学校教職員組合（2012）■日本では様々なかたちで朝鮮人が差別された。朝鮮人

は日本人よりも危険な労働現場で、安い賃金で働かされた。加害の事実に向き合い、歴史を知

るための一冊。 

 

 中途視覚障害者のための点字入門 （音声デイジーＣＤ付き） 

 立花明彦（タチバナ，アケヒコ），松谷詩子（マツタニ，ウタコ）［編］ 

1 冊 
［点字書き下ろし］（2012）■視覚障害者のための生活訓練施設が身近にない等、種々の事

情で点字を独習される方の学習を手助けする独習用入門書。基本的な文字の紹介とその読み方

練習を、解説ＣＤとともに進めていけるようになっている。音声デイジーＣＤ１枚付き。墨字

併記。 

 

民話 ３タイトル 

 ものがたりにいつの昔話 1 

 にいつの昔話編集委員会編 1 冊 
新津市（1989）■テレビもラジオもなかったころ、子どもたちの楽しみの一つは、夜いろり

をかこんで、おばあさんから昔話を聞くことでした。新津に残っている昔話を２９編収録。 

 

 ものがたりにいつの昔話 2 

 にいつの昔話編集委員会編 2 冊 
新津市（1977）■テレビもラジオもなかったころ、子どもたちの楽しみの一つは、夜いろり

をかこんで、おばあさんから昔話を聞くことでした。新津に残っている昔話を「狐のよめいり」

ほか２９編収録。 

 

 ものがたりにいつの昔話  3 

 にいつの昔話編集委員会編 2 冊 
新津市（1996）■テレビもラジオもなかったころ、子どもたちの楽しみの一つは、夜いろり

をかこんで、おばあさんから昔話を聞くことでした。新津に残っている昔話を「かぐら様」ほ

か２９編収録。 
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生物・医学 ４タイトル 

 ファーブル昆虫記 完訳 第１巻 上 

 ジャン＝アンリ・ファーブル著 

奥本大三郎（オクモト，ダイサブロウ）訳 6 冊 
集英社（2012）■虫の生態から、南フランスの美しい風景、１９世紀フランスの歴史と社会、

思想と想い出－。楽しく懐かしく読める「昆虫記」。スカラベ・サクレ（糞虫）やコブシツチ

スガリ、キバネアナバチなどの生態を記述する。 

 

 ファーブル昆虫記 完訳 第１巻 下 

 ジャン＝アンリ・ファーブル著  

奥本大三郎（オクモト，ダイサブロウ）訳 5 冊 
集英社（2012）■ハチの狩りはどのように行われるのか？フランス文学者であり日本昆虫協

会の会長でもある奥本大三郎が、難解とされてきたファーブルの世界を完訳。 

 

 免疫道場 病気にならない体をつくる５０講 

 安保徹（アボ，トオル），鬼木豊（オニキ，ユタカ）著 3 冊 
幻冬舎（2012）■寝るときにカーテンは閉めない、患部には湿布の代わりにカイロを貼るな

ど、生活習慣をちょっと変えるだけで知らず知らずのうちに自然治癒力が鍛えられる！驚くほ

ど簡単、しかも確実に免疫力が高まる５０の方法を伝授。 

 

 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 18 冊 
日経印刷（2012）■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。墨字の第１部・第２部を点訳。 

 

美術 １タイトル 

 ふれる世界の名画集 

Ａｒｔ ｔｏ Ｔｏｕｃｈ：Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅｓ ｏｆ 

Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｒｔ 

 日本点字図書館点字製作課（ニッポン テンジ トショカン テンジ 

セイサクカ）編  柳澤飛鳥（ヤナギサワ，アスカ）立体絵画制作  

真下弥生（マシタ，ヤヨイ）解説テキスト 

大内進（オオウチ，ススム），半田こづえ（ハンダ，コズエ）監修 

1 冊 
［日本点字図書館］■ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」、ミレーの「落ち穂拾い」、ムンクの「叫

び」など、西洋の代表的な絵画１２種を半立体化し絵の理解を促す解説を付けた冊子。 

 

33 
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英語 １タイトル 

 Ｏｎｅ Ｍｏｔｈｅｒ，Ｔｗｏ Ｍｏｔｈｅｒ Ｔｏｎｇｕｅｓ 

Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ ａｎｄ Ｍｉｓａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ 

ｏｆ ａ Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ Ｆａｍｉｌｙ （英語点字 2 級） 

 Ｋａｔｅ Ｅｌｗｏｏｄ著  2 冊 
ＮＨＫ出版（2012）■恐怖の２歳児検診、ムカデを英語で何と言うか娘に教えなかったワケ、

大学生になった娘がつまずいた英語の正体…。在日２５年のアメリカ人がおくる“バイリンガ

ル子育て”のドタバタ奮闘記。略字を用いた英語点字で表記。 

 

点字児童図書 ４タイトル 

 どんまい！卓球部 

 横沢彰（ヨコサワ，アキラ）作/小松良佳（コマツ，ヨシカ）絵 2 冊 
新日本出版社（2012）■部活のじゃまをしていた不良グループの２人が卓球部に入部した。

ぎくしゃくし、ばらばらになりかける７人。でも、なんとしても、女子卓球部との試合に勝っ

て、体育館で練習できるようになろうと、決意の特訓が始まった！がんばれ！亀が丘中学校男

子卓球部。シリーズ第２作。 

 

 がんばっ！卓球部 

 横沢彰（ヨコサワ，アキラ）作/小松良佳（コマツ，ヨシカ）絵 2 冊 
新日本出版社（2012）■市内大会で負けると３年生は引退。３年生のためにも、勝ち抜いて

地区大会出場を果たしたい。だけど、１回戦の対戦相手は優勝候補の西陵中。勝てるわけがな

い…。そんなムードが漂うけど、勝負は最後までわからない！シリーズ第３作。 

 

 ポルコさま ちえばなし スペインのたのしいお話  

 デイヴィス ロバート[作]/瀬田貞二（セタ,テイジ）訳 2 冊 
岩波書店（2012）■昔、生きものたちがみんな一緒に暮らしていたころ、スペインに「ポル

コさま」と呼ばれ、みんなの信望を集めていた知恵のあるブタが住んでいました。人間でもけ

ものでも、困ったことがあればポルコさまに助けてもらえるのです。ある小雨の夜、ポルコさ

まの家の戸をずぶぬれの男の子がたたきました…。小学校低学年・中学年向け。 

 

 ＜ナビつき洋書＞ Ａｌｉｃｅ’ｓ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ ｉｎ 

Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ （不思議の国のアリス 英語点字１・２級併記） 

 ルイス・キャロル著  8 冊 
ＩＢＣパブリッシング（2012）■巧みな言葉遊びとユーモアで世界中の大人と子供を魅了し

た英国文学の傑作。英語の略字を用いた点字と略字を用いない点字を併記。数ページごとの要

約、章ごとのあらすじ、巻末辞書などの日本語ナビゲーションにより、必要に応じて内容を確

認しながら、原作をそのままに楽しみ、読み進めることができます。中学生・高校生向け。 

 

38 

 

 

39 
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点訳絵本 ８タイトル 

 どうぶつのひみつ Ｔｏｕｃｈ ｍｅ  

 1 冊 
図書出版点字ＢＦ－ｂｏｏｋｓ（2012）■ワシが雨の日空を飛べる秘訣はなんだろう？シマ

ウマのしろくろのシマ柄はどうしてできたんだろう？ヘビは足がないのにどうして動いてい

るんだろう？個性あふれる動物たちのひみつ！本物の動物に会ったと思って、やさしくさわっ

てみてください。 

 

 水色の足ひれ  （点字冊子つき） 

 佐藤まどか（サトウ，マドカ）作/大西ひろみ（オオニシ，ヒロミ）絵 

1 冊 
ＢＬ出版（2012）■海水浴で、買ってもらったばかりの水色の足ひれの片方をなくしたぼく。

さがしていると、片足がない少年、良太に出会う。少年の足元にはぼくの足ひれがころがって

いて…。躍動する子ども心を描いた冒険と友情の物語。点字のタックペーパーを貼り付けした

原本と読み聞かせ用の点字冊子がセットになっています。 

 

 ふうせんのおくりもの （点字冊子つき） 

 杉みき子（スギ，ミキコ）文/堀葉月（ホリ，ハツキ）絵 1 冊 
考古堂書店（1992）■こまっている人をみかけたら、じぶんのできることで、なにかお手つ

だいをしてあげたいですね。「しんせつ」が、つぎからつぎへとリレーされていったら、きっ

と、みんながくらしやすい、町ができるでしょう。点字のタックペーパーを貼り付けした原本

と読み聞かせ用の点字冊子がセットになっています。 

 

 だじゃれレストラン  

 中川ひろたか（ナカガワ，ヒロタカ）文 

高畠純（タカバタケ，ジュン）絵 1 冊 
絵本館（2012）■「てんどんむし」「クラブかつどん」「ライスショット」「しょうゆうこと

するな」「フルーツアラドーモ」「しらんプリン」など、お腹も心も笑顔でいっぱいになるだじ

ゃれ絵本。原本に点字のタックペーパーを貼り付け。 

 

 春になったらあけてください （点字冊子つき） 

 増井邦恵（マスイ，クニエ）作 あべまれこ絵 1 冊 
ＢＬ出版（2008）■お母さんが応募した懸賞の賞品が届いた。箱の中には缶と「春になった

らあけてください」のメッセージが。でも「春」っていつ？ お父さんは会社に新入社員が来

たらって言うし、お母さんはさくらが咲いたらって言うけど…。点字のタックペーパーを貼り

付けした原本と、読み聞かせ用の点字冊子がセットになっています。 
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 モイモイのポッケ （点字冊子つき） 

 Ｈ＠Ｌ（ハル）さく・え 1 冊 
ＢＬ出版（2012）■ちびっこポッケ鳥のモイモイのポッケには、何も入っていない。モイモ

イが、ポッケに入れるたからものを探しに出かけると…。自由奔放な筆致と、明快で親近感の

生まれる色調。子どもも大人も笑顔で、温かな気持ちになれる絵本。原本に点字タックシール

を貼りつけた絵本と、読み聞かせ用の点字冊子がセットになっています。 

 

 ふわふわくもパン  

 ペク ヒナ 文と絵 

キム ヒャンス 写真 星あキラ、キム ヨンジョン 共訳 1 冊 
小学館（2012）■ある日、ねこのきょうだいが、にわで小さな雲を見つけました。ママはそ

の雲で、パンを焼いてくれました。そのパンをたべると、あらら、ふしぎなことが…。夢があ

ふれる、韓国の絵本です。原本に点字のタックペーパーを貼り付け。 

 

 おしっこでるよ （点字冊子つき） 

 ロバート・マンチ作 ミカエル・マルチェンコ絵 乃木りか訳 1 冊 
ＰＨＰ研究所（2012）■「おしっこでるよー」 アンドリューはいつも突然言い出すので、

お父さんもお母さんももううんざり。今日はおじいちゃんたちの家へおでかけの日。大丈夫で

しょうか…。ロバート・マンチがトイレトレーニングを描く絵本。点字のタックペーパーを貼

り付けした原本と、読み聞かせ用の点字冊子がセットになっています。 

 

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 
 葬式をしない寺 大阪・応

おう

典院
てんいん

の挑戦 

 秋田光彦（アキタ，ミツヒコ）著 3 冊 

神戸点図：製作 
新潮社（2011）■檀家ゼロ、葬式・法事は一切しない。賞味期限の切れた葬式仏教から脱却

し、お寺本来の持つ力と信頼を取り戻す試み。「寺院再生のシンボル」応典院の挑戦を、僧侶

自身が綴る。 

 

 少女は、闇を抜けて 女子少年院・榛名
はるな

女子学園 

 家田荘子（イエダ，ショウコ）著 6 冊 

大阪盲福セ：製作 
幻冬舎（2011）■「少年院だけはイヤ！」と絶叫した少女たちが、「ここを出たくない」と

泣きながら出院していく。更生率９割を超える榛名女子学園の、淋しく危険な少女たち７人の

告白。著者渾身のノンフィクション。 

 

 

48 
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 障害者自立支援法とは… 改訂第１０版 制度を理解するために 

 東京都社会福祉協議会（トウキョウト シャカイ フクシ キョウギカ

イ）編 ２冊 

日点図：製作 
東京都社会福祉協議会（2012）■２０１２年３月時点の障害者自立支援法の概略を紹介。 

障害福祉サービスの利用者負担等の最新情報、２０１３年４月施行予定の障害者総合支援法案

等の動向も掲載。 

 

 かぜの科学 もっとも身近な病の生態 

 ジェニファー・アッカーマン著 鍛原多惠子（カジハラ，タエコ）訳 

６冊 

島根ラ：製作 
早川書房（2011）■病には数あれど、かぜほど厄介なものはない。練達のサイエンスライタ

ーが、伝統的な療法から科学・医学の最新知見までを総ざらいし、自らの身を挺する罹患実験

に参加してまとめた「かぜの生態学」。 

 

 鮫島の貌
かお

 新宿鮫短編集 

 大沢在昌著（オオサワ，アリマサ）著 ４冊 

日点図：製作 
光文社（2012）■新宿署に勤める刑事・鮫島。新宿署異動直後の彼を襲う、数々の危機。腐

った刑事や、恐ろしい暗殺者との対決などを描いた全１０編を収録。 

 

 新・幸福論 青い鳥の去ったあと 

 五木寛之（イツキ，ヒロユキ）著 2 冊 

滋賀視障セ：製作 
ポプラ社（2012）■「幸せになりたい」という人びとの小さなつぶやきを、月並みで感傷的

な願いとして、鼻で笑っていいものだろうか。戦後の混乱期、奇跡の経済成長、バブル崩壊、

そして未曾有の震災と原発事故…。長きにわたり日本を真摯なまなざしで見つめてきた著者

が、この国の「未来に」ついて国民へ問いかける、渾身の書。 

 

 あなたのいない夜 官能アンソロジー 

 「小説宝石」編集部（ショウセツ ホウセキ ヘンシュウブ）編／宮木

あや子（ミヤギ，アヤコ）著 3 冊 

北九州点：製作 
光文社（2011）■（ポルノ）アイドル歌手の追っかけをする３０代主婦、男性ヘアメイクの

指先に感じるＯＬ、恋人を刺して山奥の温泉へ逃れた女、半島の家でひっそり暮らす姉妹、金

持ちとのセレブ婚にこぎ着けたアラフォー妻…。恋焦がれる人のいない夜の女性の姿を艶めか

しく描く一冊。 
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 もういちど生まれる 

 朝井リョウ（アサイ，リョウ）著 ４冊 

島根ラ：製作 
幻冬舎（2011）■どこへでも行ける。何にでもなれる。けれど自由というものは、ときに、

僕らをしばりつけてしまう。恋や、将来の不安や、もてあまし気味の孤独の中で揺れ動く大学

生５人とその仲間たち。彼らが踏み出す“最初の一歩”とは？日常にひそむ一瞬のきらめきが

詰まった青春小説。 

 

 四十八人目の忠臣 

 諸田玲子（モロタ，レイコ）著 ６冊 

西宮視障：製作 
毎日新聞社（201１）■（時代・歴史小説）愛する磯貝十郎左衛門と赤穂浪士たちのため、討

ち入りを影から助け、浪士遺族の赦免や浅野家再興のために尽力した、実在の女性を主人公に

描く、新しい忠臣蔵の世界。 

 

 不知火
し ら ぬ い

の剣 浮雲
うきぐも

十四郎
じゅうしろう

斬
ざん

日記
にっき

  

 鳥羽亮（トバ，リョウ）著 ３冊 

島根西視情セ：製作 
双葉社（2010）■（時代・歴史小説）剣の達人である御家人・雲井十四郎はその腕を買われ、

男装の女剣士の仇討ちを助太刀することになるのだが…。 
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□D ：デイジー図書の収録時間数 

 

 
録音図書新刊 61 タイトル 

文学 30 タイトル 
 新・日本文壇史 第１巻 漱石の死 

 川西政明（カワニシ，マサアキ）著 □D 11:05 
岩波書店（2010）■大正５年１２月、弟子達に見送られ 48 歳の生涯を終えた夏目漱石。彼

の死は大正文学の始まりでもあった。芥川竜之介、北原白秋、佐藤春夫、谷崎潤一郎らが繰り

広げた当時の文壇スキャンダルを描いて、作家達の実像に迫る。 

 

 にいがた市民文学 第 14 号 

 「にいがた市民文学」運営委員会（ニイガタ シミン ブンガク ウン

エイ イインカイ）編集 □D 18:09  
新潟市（2011）■新潟市民の文芸作品集。平成 23 年度版。 

 

 宇治
う じ

拾遺
しゅうい

物語［下］後半 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 38:46  
NHK ラジオ番組より（2006）■作品の一部を朗読した後、その部分の解説が入る。「下」は、

2006 年４月９日から 2007 年４月１日放送分。 

 

 売り出された花嫁 

 赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著 □D 3:38  
実業之日本社（2011）■えっ、お姉ちゃんが愛人契約！？困惑しながらも老人と奇妙な愛人

生活を送る姉。仲良し姉妹の運命はどうなる？表題作ほか「泣きぬれた花嫁」を収録。 

 

 降
こう

霊会
れいかい

の夜 

 浅田次郎（アサダ，ジロウ）著 □D 8:34  
朝日新聞出版（2012）■謎めいた女の手引きで降霊の儀式に導かれた初老の男が、死者と生

者が語り合う禁忌に魅入られた末に見たものは？極めつきの現代怪異譚。 

 

 幸せになる百通りの方法 

 荻原浩（オギワラ，ヒロシ）著 □D 7:53  
文芸春秋（2012）■恋人が突如「歴女」になってしまった。リストラを家族に言い出せない。

不倫の恋の踏ん切りがつかない…。このムズカシイ時代を、滑稽だけど懸命に生きる人たちを

描く７つの物語。 

 

 

 

61 
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 春立つ ラジオ文芸館 

 川上弘美（カワカミ，ヒロミ）著／黒崎めぐみ（クロサキ，メグミ）朗

読 □D 0:44  
NHK ラジオ番組より（2009）■カナエさんというおしゃべりなおばあさんが一人でやって

いる小さな飲み屋「猫屋」。「わたし」は２年ほど前から時々、自家製梅干しの入った焼酎を飲

みに「猫屋」を訪れている。まだ寒さの残る立春の頃、ふだん自分の身の上を語らないカナエ

さんが、ごく若い頃の不思議な体験を話してくれた･･･。「神様」（中央公論社）所収作品。 

 

 岳飛伝
がくひでん

 1 三
さん

霊
れい

の章
しょう

 

 北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）著 □D 10:12  
集英社（2012）■（時代・歴史小説）楊令なき混沌とした大地。洪水に埋もれる梁山泊。自

由市場を狙う南宋。そして独立軍閥・岳飛は金国との戦いに備え、中華に独り立つ…。北方大

水滸伝構想・第３部開幕。 

 

 花冷え ラジオ文芸館 

 北原亜以子（キタハラ，アイコ）［著］／石澤典夫（イシザワ，ノリオ）

朗読 □D 0:44  
NHK ラジオ番組より（2008）■（時代・歴史小説）心の奥底を震わせる人生の哀歓、世の

情。微妙な女心のありようを情感溢れる筆致で描いた時代小説。「花冷え」（講談社）所収作品。 

 

 デッドエンド ボディーガード工藤兵悟４ 

 今野敏（コンノ，ビン）［著］ □D 8:10  
角川春樹事務所（2012）■ボディーガード工藤兵悟は、ロシアから来たカジンスキーという

男を警護することになった。最大の敵は暗殺者ヴィクトル。最強の盾と最強の矛が対峙すると

き、物語は未知の領域へと走り出す…。 

 

 南へ舵
かじ

を 新・古着屋総兵衛４ 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 8:18  
新潮社（2012）■（時代・歴史小説）“影”本郷康秀を誅殺した総兵衛一行は、海路より金

沢入りしていた信一郎らと合流し、前田家と交易を行う。一方、日本橋富沢町大黒屋では、ち

ゅう吉の掴んだ本郷家老女と薩摩藩用人の密談が大番頭光蔵（みつぞう）に報告されていた。 

 

 政宗
まさむね

遺訓
いくん

 酔いどれ小籐次留書 18 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:58  
幻冬社（2012）■（時代・歴史小説）秋雨が降り続き、食べ物にも事欠く者が出始めた新兵

衛長屋では、住人総出の炊き出しが計画された。会場となる空き家から値の張りそうな金無垢

の根付が見つかる。先の住人は夜鷹と思しき女。謎が謎を呼ぶ第 18 弾。 
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68 
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 これからの橋 雪 

 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 □D 9:44  
中央公論新社（2011）■（時代・歴史小説）ならず者の夫が流刑となり、心なしか解放され

たおけいは、働き始めた料理茶屋で源一郎という浪人に出会う。源一郎は仇討ちを断念し、今

は幼い娘と暮らしており、次第に二人は心を通わせていった。しかし源一郎は敵（かたき）を

発見してしまい･･･「冬の虹」ほか、自選短編を収録。 

 

 奇妙な賽銭
さいせん

 公事
く じ

宿
やど

事件
じけん

書 留 帳
かきとめちょう

18 

 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 □D 8:58  
幻冬舎（2010）■（時代・歴史小説）妻から賭場への出入りを諌められていた多吉。しかし、

愛妻の死を契機に賭場へ通いだす。一方、貧乏長屋には夜ごとに銭が投げ込まれ…。天与の博

才に恵まれた男の懊悩を描く表題作ほか、全６編を収録。 

 

 血は欲
よく

の色 公事宿事件書留帳 19 

 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 □D 8:42  
幻冬舎（2011）■（時代・歴史小説）金貸しの老婆を絞殺し、百五十両の金を奪った廉で六

角牢屋敷に送られた小裂売りの多吉。凄惨な拷問を受けながらも頑として罪を認めない多吉の

様子に、菊太郎はある仮説を立てる。事件の真相を探るため、罪人になりすまし牢屋敷に潜入

した菊太郎が見たものとはいったい…？菊太郎が辣腕（らつわん）同心の裏の顔をあぶり出す

表題作ほか、全６篇収録。 

 

 砲丸
ほうがん

ママ ラジオ文芸館 

 重松清（シゲマツ，キヨシ）著／土方康（ヒジカタ，ヒロシ）朗読 

□D 0:44 
NHK ラジオ番組より（2008）■小五の息子の宿題は『家族の得意技』という作文を書いて

くること。母の得意技は高校時代やっていた砲丸投げということもあり、すらすら書けたが、

父の得意技は見つからない！？果たして、原稿用紙の残りの９行を埋めることは出来るのか？

「みぞれ」（角川書店）所収作品。 

 

 やがて世界は詩
し

に至る 

 椙本孝思（スギモト，タカシ）［著］ □D 3:43  
アルファポリス（2002）■山羊（やぎ）と呼ばれる男は、戦車に追われる悪夢を見た翌日、

世界が奇妙に変化していることに気付いた。紛れ込む文字列、異常に高い塔、墜落する満月。

常識は次々に覆され、縛られた世界の崩壊が始まった…。 

 

 

 

 

 

録音 
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 旅をする裸の眼 

 多和田葉子（タワダ，ヨウコ）［著］ □D 7:43  
講談社（2008）■ベトナムの女子高生の「わたし」は、講演をするために訪れた東ベルリン

で知り合った青年に、西ドイツ・ボーフムに連れ去られる。サイゴンに戻ろうと乗り込んだ列

車でパリに着いてしまい、スクリーンの中で出会った女優に、「あなた」と話しかけるように

なる―。様々な境界の上を皮膚感覚で辿る長編小説。 

 

 鍵のない夢を見る 

 辻村深月（ツジムラ，ミズキ）著 □D 6:50 
文芸春秋（2012）■町の中に、家の中に、犯罪の種は眠っている…。普通の町に生きるあり

ふれた人々にふと魔が差す瞬間、転がり落ちる奈落を見事にとらえ、現代の地方の姿を鋭く衝

く全５編を収録。第 147 回直木賞受賞作品。 

 

 “漾
よう

虚 集
きょしゅう

”から 朗読 

 夏目漱石（ナツメ，ソウセキ）著／嵐圭史（アラシ，ケイシ），嵐芳三

郎（アラシ，ヨシザブロウ），関根伸昭（セキネ，ノブアキ）朗読 □D 3:37  
NHK ラジオ番組より（2008）■「漱石全集」（岩波書店）より抜粋。 

 

 真夏の方程式 ［ガリレオシリーズ６］ 

 東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 □D 13:15  
文芸春秋（2011）■（推理小説）夏休みに美しい美しい海辺の町にやってきた少年。そこで

起きた事件は、事故か殺人か。少年は何をし、湯川は何に気づいてしまったのか。 

 

 虚像
きょぞう

の道化師 ［ガリレオシリーズ７］ 

 東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 □D 8:32  
文芸春秋（2012）■（推理小説）新興宗教の教祖が送る念、奇妙な幻聴、不可思議な殺人現

場、犯人が仕掛けたトラップ。ガリレオこと湯川がすべての謎を解き明かす「ガリレオシリー

ズ」の短編集。 

 

 花酔ひ 

 村山由佳（ムラヤマ，ユカ）著 □D 9:51  
文芸春秋（2012）■東京のアンティーク着物店に京都の葬儀社。２組の夫婦関係が交差し、

秘めた性的嗜好があらわになる。堕ちていく男女を描く問題作。 

 

 ホタルの熱 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 0:44 
NHK ラジオ番組より（2008）■遠い場所に行くために南伊豆に子どもと二人旅に出た。け

れど息子の急な発熱により途中下車することに。不思議な縁で出会った鄙びた民宿の女将に彼

女の心は静かに変化していくのだった･･･。「家族の言い訳」（双葉社）所収作品。 
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 夜は、待っている。 ほぼ日ブックス 

 糸井重里（イトイ，シゲサト）著 □D 2:49 
東京糸井重里事務所（2012）■糸井重里が、ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」のトップ

ページに書いた１年間ぶんの原稿。そして、１年間の全ツイート。そのなかから、心にのこる

ことばだけを抜き出して、並べ直して、本にする。それが、「小さいことば」シリーズです。

2007 年から、１年に１冊ずつつくった「小さいことば」６冊目。 

 

 ＮＨＫ障害福祉賞入選作品集 第 46 回 

 □D 4:34  
NHK 厚生文化事業団（2011）■障害のある人や障害のある人を支援する人たちの体験手記

を募集した入選作品集。 

 

 織田作之助作品集 朗読 

 織田作之助（オダ，サクノスケ）著／橋爪功（ハシズメ，イサオ）朗読 

□D 2:31  
NHK ラジオ番組より（2008）■「続夫婦善哉」「許嫁（いいなずけ）」「道」を収録。 

 

 高橋和巳作品集３ 憂鬱
ゆううつ

なる党派
とうは

 

 高橋和巳（タカハシ，カズミ）著 □D 29:41  
河出書房新社（1969）■京都の大学を卒業した西村は、郷里の高校で教師をしていた。ある

日突然、仕事を辞め、少年時代に体験した原爆で亡くなった人々の惨状を伝える本の執筆にと

りかかる。５年かかって書き上げたものを出版してくれる出版社を探し、家出同然に東京へ行

った。しかし思いはとげられないまま、彼は学生時代の友人を頼って大阪へと向かう。 

 

 堕ちた 刃
やいば

 上 

 サンドラ・ブラウン著／秋月しのぶ（アキズキ，シノブ）訳 

□D 9:23 
集英社（2008）■八百長試合と不法賭博の罪で服役後、元アメフトの人気選手だったグリフ

は、航空会社の社長フォスターから前代未聞の契約を持ちかけられる。自分の美しい妻ローラ

を妊娠させて欲しいというのだ…。 

 

 母をたずねて三千里 

 デ・アミーチス原作／箱石桂子（ハコイシ，ケイコ）［ノベライズ］ 

□D 6:37 
竹書房（2004）■テレビアニメ「世界名作劇場」シリーズ第２弾「母をたずねて三千里」

（1976 年放映）を小説化。原作デ・アミーチス『クオレ』より。 
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報道・ジャーナリズム １タイトル 

 報道災害〈原発編〉 

事実を伝えないメディアの大罪 

 上杉隆（ウエスギ，タカシ），烏賀陽弘道（ウガヤ，ヒロミチ）著 

□D 8:23  
幻冬舎（2011）■未曽有の国難が続く中、政府・東電の情報隠蔽に加担した記者クラブ報道

の罪が次々と明らかになりつつある。フェアな言論の場を求める上杉隆と、報道を愛する男・

烏賀陽弘道（うがやひろみち）が「報道災害」について語り合う。 

。 

思想・宗教 ３タイトル 

 “幸福の国”ブータンに学ぶ幸せを育む生き方 

 永田良一（ナガタ，リョウイチ）著 □D 5:04  
同文舘出版（2011）■日本人が忘れつつある「幸せの本質」がここにある－。駐日ブータン

王国名誉領事が、「国民総幸福量」を提唱するブータン王国と、国民の精神的な中核となる仏

教について紹介するとともに、幸せなこころの育て方を伝える。 

 

 神饌
しんせん

 神様の食事から“食の原点”を見つめる 

 南里空海（ナンリ，クミ）著 □D 8:39  
世界文化社（2011）■感謝と祈りの心で供える、日本料理の原点ともいえる神様の食事「神

饌」。伊勢の神宮、石清水八幡宮、和布刈（めかり）神社など、日本各地 18 社の神事を通し

て、生命の源である「食」を見つめ直す。 

 

 一度っきりの人生を生きる 

 小籔実英（コヤブ，ジツエイ）著 □D 3:16 

善本社
ぜんぽんしゃ

（1996）■教育者・宗教家・詩人である著者の半生の書。「生きているっていいなあ」

と読む人の心にしみじみとした感動の湧き起こる本。 

 

歴史・地理 ３タイトル 

 ヒトラーのテーブル・トーク 上 

1941－1944 

 アドルフ・ヒトラー著/吉田八岑（ヨシダ，ヤツオ）監訳／ヒュー・ト

レヴァー＝ローパー解説 □D 18:19  
三交社（1994）■ごくわずかの側近を前にした森羅万象に関する遠慮会釈ないヒトラーの談

話を日付順に忠実に再現。ゲルマン、ユダヤから、外交、軍事、ダイエット、禁煙まで。ヒト

ラー及び第三帝国の謎を解明する恰好の資料ついに完訳。 
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 角栄
かくえい

になれなかった男小沢一郎全研究 

 松田賢弥（マツダ，ケンヤ）著 □D 11:12 
講談社（2011）■地元・岩手の被災地すら見捨てた許されざる冷血。この男に日本の未来を

委ねることができるのか。「小沢神話」に終止符を打つ画期的政治ノンフィクション。元秘書

の告白も収録する。 

 

 新潟県謎解き散歩 

上杉謙信、越後杜氏、佐渡金銀山遺跡からコシヒカリ、『雪国』、アルビ

レックス新潟まで 

“新潟ブランド”が満載！お国自慢の謎・不思議 101 

 花ケ前盛明（ハナガサキ，モリアキ）編著 □D 6:52 
新人物往来社（2011）■旧越後国と旧佐渡国からなる新潟県は、豊かな自然と美しい景観に

恵まれ、多彩で興味深い歴史と文化を築いてきた、まさに「見どころ満載」の県。歴史や文化

では、上杉謙信の義戦や城郭群、世界遺産暫定リストに記載された佐渡金銀山、幕末の北越戦

争など、興味深い項目が目白押し。 

 

社会科学 ６タイトル 

 偽装
ぎそう

の国 日本の 聖 域
サンクチュアリ

 

 「選択」編集部（センタク ヘンシュウブ）編 

□D 6:53 
新潮社（2012）■無責任の牙城と堕した役人の園、特定の人間のためにのみ機能する公機関、

破綻後も存続する奇っ怪な制度－。国の中枢で「甘い汁」に群がり跋扈（ばっこ）する者たち

の不透明な正体を暴く。『選択』連載の書籍化第２弾。 

 

 日本の国境問題 尖閣
せんかく

・竹島
たけしま

・北方領土 

 孫崎享（マゴサキ，ウケル）著 □D 7:02 
筑摩書房（2011）■海に囲まれた島国であっても、尖閣・竹島・北方領土といった国境問題

を抱える日本。中ソ国境紛争やイラン・イラク戦争など、海外の領土問題とそこから発展した

戦争を解説しながら、平和国家・日本の国益に適った戦略を説く。 

 

 日米安保Ｑ＆Ａ 

「普天間
ふ て ん ま

問題」を考えるために  

 「世界」編集部（セカイ ヘンシュウブ）編／水島朝穂（ミズシマ，ア

サホ）［ほか］著 □D 2:54 
岩波書店（2010）■日米関係の根底を規定するといわれる日米安保条約とは何なのか？ 「日

米同盟」の正体を論考し、ジャーナリスト・研究者らが基本的な事柄をＱ＆Ａ方式で丁寧に解

説する。『世界』掲載記事に加筆し書籍化。 
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 日本経済のほんとうの見方、考え方 

円の実力は１ドル＝110 円 

 永浜利広（ナガハマ，トシヒロ）著 □D 6:19 
ＰＨＰ研究所（2011）■日本経済の地盤沈下が止まらない！「超一流」を自任した日本経済

をここまで落とした政府・日銀の失敗とは？いままた繰り返されようとしている勘違いとは？

気鋭のエコノミストが、日本が立ち直る「道」を提唱する。 

 

 視覚障害者のための防災・避難マニュアル 報告書 

 □D 2:34 
日本盲人会連合（2012）■視覚に障害があることによって、災害を逃れることができずに尊

い命が失われることがないことを切に願います。視覚障害に対する国民の理解や視覚障害者が

地域と結びつくことによって、災害時にも支援が受けられることが、このマニュアル作成の目

標です。（まえがき抜粋） 

 

 新潟県内における韓国・朝鮮人の足跡をたどる 

平和教育ガイドブック 

 新潟県高等学校教職員組合平和教育研究委員会（ニイガタケン コウト

ウ ガッコウ キョウショクイン クミアイ ヘイワ キョウイク 

ケンキュウ イインカイ）［編］ □D 3:54 
新潟県高等学校教職員組合（2010）■日本では様々なかたちで朝鮮人が差別された。朝鮮人

は日本人よりも危険な労働現場で、安い賃金で働かされた。加害の事実に向き合い、歴史を知

るための一冊。 

 

医学・医療・健康 ３タイトル 

 色 弱
しきじゃく

が世界を変える 

カラーユニバーサルデザイン最前線 

 伊賀公一（イガ，コウイチ）著 □D 6:41 
太田出版（2011）■交通信号機や電光掲示板、鉄道や地下鉄路線図、地図、教科書や教材、

電子機器から家電の操作画面に到るまで、何かが変わり始めている。生まれついての色弱者の

著者が、見ている世界やこれまでの人生の出来事を紹介する。 

 

 フライトナース 

 長谷川裕美（ハセガワ，ユミ）著 □D 4:05 
メディアファクトリー（2008）■事故現場へとドクターヘリに乗って駆けつけるフライトナ

ース。飛行の恐怖や乗り物酔いと戦いながら向かう先には、目を背けたくなるような現場が…。

それでも彼女たちは飛ぶ！救急医療で戦うスタッフの姿を紹介する。 
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 「筋力」をつけると病気は防げる 

手軽にできる体操で体の不調が改善！  

 石原結実（イシハラ，ユウミ）著 □D 5:43 
フォー・ユー（2005）■肩こり、冷え性、高血糖、高脂血症、生理不順、腰痛…。衰えた筋

肉を取り戻すことが健康の秘訣！老化も病気も筋肉の衰えからくるということを詳しく説明

し、手軽にできる筋力をつける体操を紹介する。 

 

料理 １タイトル 

 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（イッチャン）著 □D 3:02 
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。 

 

ペット １タイトル 

 愛犬のサインで知る健康チェック 

ＮＨＫペット相談 

 ＮＨＫ「ペット相談」プロジェクト（NHK ペット ソウダン プロジ

ェクト）編／小暮規夫（コグレ，ノリオ）［ほか］監修 □D 4:20 
日本放送出版協会（2006）■愛犬が送るサインを読みとれたら病気の発見が遅れないのに…。

そんな飼い主におすすめの一冊。犬が示す様々な大切なサインや行動をわかりやすく分類し、

専門家がまとめて回答する。「ＮＨＫペット相談」からの書籍化、第３弾。 

 

産業 ２タイトル 

 白人はイルカを食べてもＯＫで日本人はＮＧの本当の理由 

 吉岡逸夫（ヨシオカ，イツオ）［著］ □D 8:17 
講談社（2011）■大量の鯨を捕る正義とは？シー・シェパードは何をしたか？英国からわず

か３００キロ北、フェロー諸島の鯨イルカ漁を現地取材、映画「ザ・コーヴ」の太地町（たい

じちょう）と徹底比較する。 

 

 吉田類
るい

の酒場放浪記 

 吉田慎治（ヨシダ，シンジ）取材執筆・撮影／吉田類（ヨシダ，ルイ）

俳句・イラスト □D 3:56 
ＴＢＳサービス（2009）■イラストレーター吉田類の飲みっぷりと下町の人情に、忘れかけ

ていた心のふるさとが垣間見える…。東京の下町を中心に「大人がひとりでぶらっと立ち寄れ

る」居酒屋を、お品書きとともに紹介。ＢＳ－ＴＢＳの人気番組を書籍化。 
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音楽 １タイトル 

 ピアノ連想曲集 

 岩本賢雄（イワモト，ヨシオ）著 □D 6:10 
談風庵（だんぷうあん）プレス（2008）■音楽を聴くたびに、なにかその音楽にだけ抱く特

別な思いや思い出に繋がる･･･未だ忘れがたき記憶の数々を 24 総ての調のピアノ曲と共に綴

った一冊。 

 

録音児童図書 ７タイトル 

 ざくろの詩
うた

 

 あらやゆきお（アラヤ，ユキオ）作／池田博正（イケダ，ヒロマサ）監

修／小林ゆき子（コバヤシ，ユキコ）絵 □D 2:19 

鳳
おおとり

書院（2012）■重い肺炎にかかった大吾（だいご）は、お母さんに「死ぬってどんなこ

となの？」と聞きます。すると、お母さんは、庭にあるざくろの木の話をしてくれて…。『大

白蓮華』（だいびゃくれんげ）連載童話を書籍化。 

 

 雪の夜
よ

に語りつぐ ある語りじさの昔話と人生 

 笠原政雄（カサハラ，マサオ）語り／中村とも子（ナカムラ，トモコ）

編／吉本宗（ヨシモト，ソウ）画 □D 11:45  
福音館書店（2004）■昔話の語り手である笠原が、自身が歩んできた 70 年近い人生と、母

親から伝えられた昔話を語る。中村が５年の歳月をかけて聞き集めた 70 余話を収録。節のあ

る言葉に楽譜を添えるなど語りの豊かさが伝わる。86 年刊の再刊。 

 

 崖の上のポニョ 

 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）原作・脚本・監督 □D 1:39 
徳間書店（2008）■ある日、５歳の男の子・宗介（そうすけ）は、家出をしてきたさかなの

女の子・ポニョに出会う。「人間になりたい」と願うポニョと「守ってあげる」という宗介。

２人は試練を乗り越えられるのか－？映画「崖の上のポニョ」のアニメ絵本。 

 

 ふぁいと！卓球部 

 横沢彰（ヨコサワ，アキラ）作／小松良佳（コマツ，ヨシカ）絵 

□D 3:53 
新日本出版社（2011）■亀が丘中学校の１年生、拓（たく）が入った卓球部は人数が少なく

て廃部寸前。練習場所も体育館ではなくて、その脇の倉庫。練習試合で女子卓球部に勝てば、

体育館で活動できるというのだが…。 
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 クロニクル千古の闇 4 追放されしもの 

 ミシェル・ペイヴァー作/さくまゆみこ（サクマ，ユミコ）訳／酒井駒

子（サカイ，コマコ）画 □D 9:59 
評論社（2008）■「おまえの魂は、わたしが命令するところへ出かけていく…」胸に刻まれ

た「魂食らい」のしるしがトラクを追いつめる。たったひとりで生き残れるか？ 

 

 空とぶベッドと魔法のほうき 

 メアリー・ノートン作／猪熊葉子（イノクマ，ヨウコ）訳 □D 8:36 
岩波書店（2000）■夏休みに、おばさんの家にあずけられた３人の子どもたちは、魔法を勉

強中の魔女プライスさんに出会います。そして魔法のベッドにのって、見知らぬ地への冒険に

出発します。ユーモアにみちた空想物語。 

 

 ふたりのロッテ 

 エーリヒ・ケストナー作/池田香代子（イケダ，カヨコ）訳 □D 4:36 
岩波書店（2006）■おたがいを知らずに別々の町で育った、ふたごの姉妹ルイーゼとロッテ。

ある夏、スイスの林間学校で、ふたりは偶然に出会います。父と母の秘密を知ったふたりは別

れた両親を仲直りさせるために、大胆な計画をたてるのですが…。 

 

 

 
一般 CD ３タイトル 

医療（薬） １タイトル 
 災害時に困らないために・・・地震など万一のときに備えよう！ 

自分でできる“薬の情報”管理 

東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座Ｖｅｒ．３ 

 澤田康文（サワダ，ヤスフミ）監修・執筆・編集 0:34 
NPO 法人医薬品ライフタイムマネジメントセンター（2012）■いつも飲んでいる自分の薬

の名前をとっさに言えますか？災害時に自分自身を守るために、今すぐできる手づくりの工夫

を紹介。 

 

落語 ２タイトル 

 狭き門・びっくりレストラン・相合傘 ＮＨＫ ＣＤ新落語名人選 

 桂米丸（カツラ，ヨネマル）［演］0:53  
［ＮＨＫサービスセンター］（2005）■トラック１「狭き門」トラック２「びっくりレスト

ラン」トラック３「相合傘」 

 

 うなぎの幇間
たいこ

・猫と金魚・寝床 ＮＨＫ ＣＤ新落語名人選 

 橘家円蔵（タチバナヤ，エンゾウ）［演］ 0:57 
［ＮＨＫサービスセンター］（2005）■トラック１「うなぎの幇間」トラック２「猫と金魚」

トラック３「寝床」 
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８月～９月 サピエ図書館の新刊デイジー図書 

デイジー図書 10 タイトル 

 
 積木くずし最終章 

 穂積隆信（ホズミ，タカノブ）著 □D 4:20 

名古屋鶴舞：製作 
駒草出版（201２）■前妻と娘の死を乗り越え、贖罪の日々を送る著者が娘の遺品から思いが

けなく見つけた、焼け焦げのあるブルーのノート。そこから再び悪夢が始まった－。娘の非行

と家族の再生を描いた「積木くずし」から３０年。著者最後の告白。 

 

 アンチエイジングＳＥＸその傾向と対策 

 小林照幸（コバヤシ，テルユキ）著 □D 5:44 

名古屋鶴舞：製作 
文芸春秋（2011）■60 歳以上の男女 2000 人に性生活の実態調査を行ったところ、50％

が「現役」と判明した。団塊世代が 60 歳を超え、未曾有の高齢社会に突入した日本の「性の

現状」を赤裸々に描く、衝撃のレポート。 

 

 采配 

 落合博満（オチアイ，ヒロミツ）著 □D 7:13 

名古屋ラ盲：製作 
ダイヤモンド社（201１）■邪念を振り払い、今この一瞬に最善を尽くす。監督の采配とは、

ひと言で言えば、そういうものだと思う－。落合博満が勝利を引き寄せる 66 の言葉を紹介。

８年間、中日ドラゴンズの監督として生きた思いをありのままに明かす。 

 

 エス 

 鈴木光司（スズキ，コウジ）著 □D 9:23 

札幌視情セ：製作 
角川書店（2012）■映像制作会社に勤める安藤は、ある動画の解析を依頼される。それは、

中年男が自身の首つり自殺を中継した映像だった。安藤は、男が少しずつ変化していることに

気づき…。「リング」の著者による、新たな恐怖の物語。 

 

 哀しみの星 

 新堂冬樹（シンドウ，フユキ）著 □D 3:45 

島根西視情セ：製作 
角川書店（2012）■実母に殺されかけて心に傷を負った沙織は、それ以来、誰にも心を開か

なくなった。そんな失意の日々の中、沙織は、盲目の青年に出逢い、少しずつ自分の人生を取

り戻していく。 
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 サクラ咲く 

 辻村深月（ツジムラ，ミズキ）著 □D 5:07 

山梨ラ点：製作 
光文社（2012）■中学１年生の塚原マチが図書室で本をめくっていると、一枚の紙が滑り落

ちた。そこには丁寧な文字で「サクラチル」と書かれていて…。中高生が抱える胸の痛みや素

直な想いを、みずみずしく描く。直木賞作家・辻村深月の短編作品集。 

 

 棟
むね

居
すえ

刑事
け い じ

の見知らぬ旅人 

 森村誠一（モリムラ，セイイチ）著  □D 7:52 

島根西視情セ：製作 
双葉社（2012）■失踪女性の捜索依頼が舞い込んだその日、某国の軍事政権ナンバーツーが、

急死した。女性の失踪と急死は関係しているのか？ 

 

 乱反射 

 貫井徳郎（ヌクイ，トクロウ）著 □D 18:43 

明生会館：製作 
朝日新聞出版（2011）■ひとりの幼児を死に追いやった、裁けぬ殺人。残された父が辿り着

いた真相は、罪さえ問えない人災の連鎖だった。遺族は、ただ慟哭するしかないのか？モラル

なき現代日本を暴き出す、新時代の社会派エンターテインメント！ 

 

 ケルベロスの肖像 

 海堂尊（カイドウ，タケル）著 □D 11:09 

滋賀視障セ：製作 
宝島社（2012）■病院に送られてきた謎の脅迫状。病院長は、病院の厄介事を一気に引き受

ける愚痴外来の田口医師に、犯人を突き止めるよう依頼する。厚生労働省のロジカル・モンス

ター白鳥のアドバイスによって、田口は、とある一家に目をつけるのだが…。警察、医療ジャ

ーナリスト、法医学会など、さまざまな立場の人間の思惑が交錯するなかで迎える、エーアイ

センター設立の日、いったい何が起きるのか！？バチスタシリーズここに完結。 

 

 エロティックス 

 杉本彩（スギモト，アヤ）責任編集 □D 9:26 

堺視聴障セ：製作 
新潮社（2009）■（ポルノ）生身の男よりも私を熱くするもの、それが官能文学。肉体の赤

裸な欲望と、偽善も虚飾もない生々しい性愛が、私を忘我の世界へ連れ去る。太宰治・団鬼六・

花村萬月ら錚々（そうそう）たる作家たちの手による、情念に満ち技巧が光る名作１２篇を、

タレント・杉本彩がセレクト。暗く甘い淫楽の絶頂を極めたアンソロジー。 
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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 24 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７/１、７/15、８/５、８/19 号） 新潟市発行 

・広報かしわざき（第 1072～1075 号） 柏崎点訳奉仕会発行 

・ふれあいらしんばん（第 26 号） 内閣府政府広報室発行 

・点字厚生（第 232 号） 日本盲人会連合発行 

・点字広報誌 私たちの税金（平成 24 年度版） 国税庁発行 

・東洋療法（７月号、８月号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

・ビッグ・アイ i-co（アイコ）（vol．６） 国際障害者交流センター発行 

・にってんブレイル（７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 

・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 

・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 

・読書（７月号、８・９月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

・ひかり（第 651 号、652 号） 天理教点字文庫発行 

・ふれあい文庫だより（第 35 号） てんやく絵本ふれあい文庫発行 

・くまもと わたしたちの福祉（第 61 号） 熊本大学附属社会福祉研究所発行 

 

 

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≫ 

・（鉄道）鉄道ジャーナル／大阪市立早川福祉会館点字図書室（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 98 号 2012 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 

 FAX025-381-8115 

E-mail（代表）   ngt@ngt-shikaku.jp 

E-mail（利用者専用）tosyo@ngt-shikaku.jp 

URL http://ngt-shikaku.jp/ 
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