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新刊案内

■2012 年 10 月～11 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 9９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。
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点字図書新刊 ３９タイトル
文学 １４タイトル
１

倉橋由美子 夢幻の毒想
倉橋由美子（クラハシ，ユミコ）ほか著

5冊

河出書房新社（2008）■「聖少女」の原型となった単行本未収録作品「わたしの心はパパの
もの」を収録するほか、エッセイ・コレクションを掲載。作家や作品をめぐる川上弘美と桜庭
一樹（さくらば・かずき）の対談、小池真理子らによるエッセイ、論考なども収める。

２

母なるもの 近代文学と音楽の場所
高橋英夫（タカハシ，ヒデオ）著 3 冊

文芸春秋（2009）■著者の母や妹との幼き日々を回想し、中原中也や小林秀雄等、日本近代
文学と音楽の深遠に潜む「母なるもの」を探る。第２１回伊藤整（いとう・せい）文学賞・評
論部門受賞。
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おおにしやす よ

３

大西泰世句集
大西泰世（オオニシ，ヤスヨ）著 1 冊

砂子屋書房（2008）名句集「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。

４

きつねうどん
阪田寛夫（サカタ，ヒロオ）詩 1 冊

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。阪田寛夫による抱腹絶倒の詩集。

５

半島有事 7 ３８度線を越えて
大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊

中央公論新社（2011）■韓国海軍による突然の北朝鮮上陸宣言に、自衛隊に衝撃が走る。日
韓合同軍は３８度線を越えるのか。その頃、中朝国境沿いの山岳地帯では、さまざまな国籍の
ベテラン軍人の中心に「サイレント・コア」隊長の姿が…。

６

女の斜塔 愛欲編
梶山季之（カジヤマ，トシユキ）著 5 冊

集英社（1966）■夫と母の不倫の交渉…。上流社会の内部に流れる色濃い人間模様を赤裸々
に描きだす長編。
こてい

７

かけ

湖底の賭
梶山季之（カジヤマ，トシユキ）著/日本推理作家協会
（ニホン スイリ サッカ キョウカイ）編 6 冊

光文社（1975）■（推理小説）『現代ミステリー傑作選』第３巻。情事・恐怖編。

８

日本沈没 第２部
小松左京（コマツ，サキョウ），谷甲州（タニ，コウシュウ）著

10 冊

小学館（2006）■（ＳＦ）ある日突然、彼らは帰るべき故郷を失った。身ひとつで放りださ
れ、難民となって世界各地に散っていった…。日本列島消失により「国」を失った日本人の運
命は！３３年の時を経て、ベストセラーＳＦ小説がついに完結。
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９

白衣のご奉仕
竹内けん（タケウチ，ケン）著
Ｕ・Ｍｅ ＳＯＦＴ（ユー ミ ソフト）原作 3 冊

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僕だったが…。
た

10

ら お

さ すけ

甲州海道密殺剣 多羅尾佐介甲賀隠密帳
宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 4 冊

角川春樹事務所（2005）■（時代・歴史小説）三代将軍徳川家光の密命を受け、贋金（にせ
がね）密造の捜索に当たる甲賀忍者・多羅尾佐介は甲斐国に飛んだ。寺院の釣鐘盗難と贋金と
の関係は？そして意外な黒幕との死闘の行方は・・・。
た

1１

ら お

さ すけ

三代将軍の密命 多羅尾佐介甲賀隠密帳
宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 4 冊

角川春樹事務所（2005）■（時代・歴史小説）寛永十三年、高松藩を脱藩した浪人が斬殺さ
れた。同藩の重臣と繋がりのある材木問屋が、癒着の漏洩を封じる行動に出たのだった。一方、
将軍家光は高松藩の打ち壊しを密かに命じる。甲賀忍者・多羅尾佐介は密命を受け、高松藩の
攪乱に乗り出すが……。傑作長篇時代小説。

12

内なる辺境
安部公房（アベ，コウボウ）著 2 冊

中央公論新社（1975）■ナチスの軍服が若者の反抗心をくすぐり、ファシズムがエロチシズ
ムと結びつく。この偽の異端の流行の中で、内なる辺境による現代の異端の本質を考察する連
作エッセイ。前衛作家の創造の核心を知る。

13

新潟うき世話 医者の目・坊主の目
蒲原宏（カンバラ，ヒロシ）著 3 冊

新潟雪書房（2011）■県立がんセンター新潟病院の整形と言えば蒲原先生。その著者が書く
７冊目の随筆集。

14

オラクル・ナイト
ポール・オースター著/柴田元幸（シバタ，モトユキ）訳

5冊

新潮社（2010）■病み上がりの作家シドニーは、リハビリのためにブルックリンを歩く。不
思議な文房具店を見つけ、そこで買ったノートに新しい物語を書き出すと…。ニューヨークの
闇の中で輝くものを描き出す、上等な室内楽のような愛の物語。
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法話・説教集
15

１タイトル

平常心のレッスン
小池竜之介（コイケ，リュウノスケ）著 3 冊

朝日新聞出版（2011）■プライド、支配欲、快楽への欲求、そして「死にたくない」という
思い－。自分のあるがままの心を見つめ、受け容れていくと楽になる。心を苦しめるものの正
体を知り、平常心を身につけるための実践的な方法をやさしく説く。

日本史
16

１タイトル

「裏日本」文化ルネッサンス
頚城野郷土資料室（クビキノ キョウド シリョウシツ）編
石塚正英（イシズカ，マサヒデ），唐沢太輔（カラサワ，タイスケ），
工藤豊（クドウ，ユタカ），石川伊織（イシカワ，イオリ）著 5 冊

社会評論社（2011）■「裏」が、近代日本では虐げられるものの冠詞となったのは何故か。
歴史地理的・宗教民俗学的、そして社会思想的な検討をおこない、近現代日本ないし国民国家
日本における「裏日本」の意味を論考する。

伝記

２タイトル
はまぐち ご りょう

17

津波とたたかった人 浜口梧 陵 伝
戸石四郎（トイシ，シロウ）著 2 冊

新日本出版社（2005）■幕末の１８５４年１２月に起きた安政大地震。大津波で壊滅した故
郷の村を救うため、醤油屋の当主・浜口梧陵（はまぐち・ごりょう）は私財を投じて大防波堤
の建設に立ち上がった…。「稲むらの火」という話で知られる梧陵の業績と生き方を、史実に基
づいて検証し、今日的視点から再評価する伝記読み物。

18

名将宮崎繁三郎 不敗、最前線指揮官の生涯
豊田穣（トヨダ，ジョウ）著 8 冊

新版

光人社（2000）■名将の資質とは？ 功名を排し、己の本分に徹して人心掌握につとめた名
指揮官の哲学。日本陸軍きっての戦略・戦術家の生きざまを綴った陸軍人物伝。

法律・白書
19

３タイトル

自動車損害賠償保障法
2冊

製造物責任法

失火ノ責任ニ関スル法律

総務省法令データ提供システム（2011）■平成２３年６月２４日改正の「自動車損害賠償保
障法」、平成６年７月１日公布の「製造物責任法」、明治３２年３月８日公布の「失火ノ責任ニ
関スル法律」を収録。
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20

犯罪被害者白書（概要版） 平成２３年版
内閣府政策統括官（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

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
（2011）■２０１１年３月に閣議決定された「第２次
犯罪被害者等基本計画」の概要を紹介するとともに、平成２２年度に講じた犯罪被害者等のた
めの施策の概要をまとめる。

21

高齢社会白書（概要版） 平成２３年版
内閣府政策統括官（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

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）（2011）■我が国の高齢化の状況等を分析するとと
もに、平成２２年度に政府が講じた高齢社会対策の実施状況及び平成２３年度に講じようとす
る対策の概要をまとめる。

社会学・人生学

３タイトル

まちば

22

街場のメディア論
内田樹（ウチダ，タツル）著

3冊

光文社（2010）■テレビ視聴率の低下、新聞部数の激減、出版の不調。未曾有の危機の原因
はどこにあるのか？メディアの社会的存在意義を探り、危機の本質を見極める。

23

豊かな人生を拓く玉手箱 美しく老いる生活の知恵と９９のヒント
木村重男（キムラ，シゲオ）著 3 冊

紅屋オフセット株式会社（2010）■自分を誇れる心豊かな人生を送るために、著者からの９
９のヒント。
かがい

24

新潟の花街
藤村誠（フジムラ，マコト）著 3 冊

新潟日報事業社（2011）■新潟湊の繁栄とともに弦歌さんざめく色里の歴史が始まった。江
戸時代から全国屈指の「遊所」と知られた新潟の花街（かがい・はなまち）。その盛衰と現代
に至るまでの歩みを、豊富な図版と資料でたどる。

化学・生物学
25

２タイトル

続・化学の世界
加藤皓一（カトウ，コウイチ），藤瀬裕（フジセ，ユタカ）著

1冊

［点字書き下ろし］（2012）■視覚障害者のために、化学全般を解説。２０１１年に全国の
点字図書館に配布された「化学の世界」の続編。
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ダーウィンと進化論 その生涯と思想をたどる
26
ローソン・クリスタン著/大森充香（オオモリ，アツカ）訳

5冊

丸善（2010）■世界中から動植物を採集し、自然選択による進化論を唱えたイギリス人博物
学者チャールズ・ダーウィンの伝記。裕福な家庭に生まれ、優秀とはいえなかった少年が、偉
大な博物学者へと成長していくまでの道のりを辿ります。文章と共に進化による骨の形態変化
や遺伝の原理を示す図も触図化しています。

医学
27

４タイトル

つながる脳
藤井直敬（フジイ，ナオタカ）著 4 冊

ＮＴＴ出版（2009）■脳科学はヒトを幸せにできるか？「つながる」をキーワードに、「脳
と社会」の関係性から、脳の解明を目指す。第６３回毎日出版文化賞自然科学部門受賞。

28

「片づけられない人」の人生ガイドﾞ
サリ・ソルデン著/ニキ リンコ（ニキ，リンコ）訳 6 冊

ＷＡＶＥ出版（2005）■注意欠陥／多動性障害をかかえながら、なんとか折り合いをつけて
生活している大人達のために、実践的アドバイスを解説。巻末に携帯用トラベルガイドや精神
保健にかかわる専門家と当事者のためのツール集を収録。

29

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

3冊

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。

30

笑いと食と健康と
昇幹夫（ノボリ，ミキオ）著

1冊

芽ばえ社（2008）■おいしく食べて、健康なからだを養うためのアドバイスを紹介します。
笑えば元気になる、楽しいことをして病気を治すなど、笑いと健康についてもお話します。『食
べもの文化』２００７年１１月増刊号を単行本化。

料理
31

１タイトル

女子栄養大学の学生食堂 ５００ｋｃａｌからの好バランス定食
ＰＨＰ研究所（ピーエイチピー ケンキュウジョ）編 2 冊

ＰＨＰ研究所（2011）■女子栄養大学の学生食堂で人気のある、低カロリーで栄養豊富なメ
ニューのレシピ集。定食３０選と、副菜とデザート２０選のレシピを紹介する。
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鉄道
32

１タイトル

近代都市パリの誕生 鉄道・メトロ時代の熱狂
北河大次郎（キタガワ，ダイジロウ）著 4 冊

河出書房新社（2010）■１９世紀のパリを舞台とした、鉄道とメトロ整備の熱狂と葛藤の歴
史を探る。都市史と鉄道史を横断するパリ論。第３２回サントリー学芸賞受賞。

スポーツ
33

１タイトル

奇跡の夢ノート
石黒由美子（イシグロ，ユミコ）著 3 冊

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。

点字児童図書
34

６タイトル

ヒトラー・ユーゲントの若者たち 愛国心の名のもとに
スーザン・キャンベル・バートレッティ著
林田康一（ハヤシダ コウイチ）訳 ３冊

あすなろ書房（2010）■ナチス躍進のかげには、ヒトラー・ユーゲントの存在があった。
小さなナチス党員となるべく教育された子どもたちは、何を思い、どう行動したのか？
ニューベリー賞銀賞受賞作。中学生・高校生向け。

35

「希望」という名の船にのって
森下一仁（モリシタ，カツヒト）著 3 冊

ゴブリン書房（2010）■２０ＸＸ年、地球に広まった正体不明の病原体から逃れるべく、い
つ終わるかわからない旅に出発した人々がいた。１２歳のヒロシは、地球のことを知らない「船
生まれ」の子ども。だが、ある日、立入禁止の部屋の窓から、ヒロシはそれまで考えもしなか
った驚くべき光景を見る…。

36

シノダ！魔物の森のふしぎな夜
富安 陽子（トミヤス，ヨウコ）著/大庭
3冊

賢哉（オオバ，ケンヤ）絵

偕成社（2008）■信田家のママはじつはキツネ。そのママは、子どもの頃にもパパと出会っ
ていたらしい。魔物が出るという言い伝えがある森で、時がとまった夜におこったふしぎなで
きごと。信田家のパパとママ、イッチとサキの出会いの物語。
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天才コオロギ ニューヨークへ
37
ジョージ・セルデン作/吉田新一（ヨシダ

シンイチ）訳 ２冊

あすなろ書房（2004）■マリオの友だちチェスターには、すばらしい才能がありました。で
もまさか、チェスターがベリーニ家の危機を救い、ニューヨーク中に一大旋風を巻きおこすな
んて…！ベリーニ家の人びとを、そしてニューヨークの人びとを魅了した１匹のコオロギの物
語。小学校中・高学年向け。

38

どこからも彼方にある国
アーシュラ・Ｋ・ル＝グィン著
中村浩美（ナカムラ，ヒロミ）訳 ２冊

あかね書房（2011）■人とのコミュニケーションが苦手なオーウェン。作曲家を目指す少女
ナタリーには、悩みや進路のことをじっくり話すことができた…。友達であるナタリーをひと
りの女性として急に意識しはじめて、二人の友情の歯車が噛み合わなくなり…。中学生・高校
生向け。

39

ゆかいな農場
マルセル・エーメ作/さくま ゆみこ（サクマ，ユミコ）訳

３冊

福音館書店（2010）■森も農場も大さわぎ！言葉を話す動物たちと、幼い姉妹がくり広げる
ゆかいな毎日。小学校中・高学年向け。

１０月～１１月
点字図書
40

サピエ図書館の新刊点字図書

10 タイトル

ギャー！ 怪談＆都市伝説ＤＸ
２冊
福島にじ：製作

実業之日本社（2011）■霊はあなたのすぐそばにいる…。全国各地で大発生する学校の怪談、
行ってはいけない禁断の心霊スポット、世界の怪奇伝説など、思わずぞっとする、こわ～い話
がもりだくさん。

41

タブーの正体！ マスコミが「あのこと」に触れない理由
川端幹人（カワバタ，ミキト）著 ３冊 京ラ情ス：製作

筑摩書房（201２）■「電力会社」「ＡＫＢ４８」「皇室タブー」…。報道の自由を掲げながら
も、新聞やテレビ、出版各社が過剰な自主規制に走ってしまうのはなぜか？雑誌『噂の真相』
の元副編集長が、闇に葬られた数々の実例を取り上げながらその仕組みに迫る。

8

42

メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
汚れた血液を浄化すれば病気は治る！
石原結實（イシハラ，ユウミ）著 ２冊 ヘレン図：製作

ベストセラーズ（2012）■現代は、自分の体は自分で守る時代！ 放射能、食品添加物、土
壌汚染などの「毒」で汚れた血液を浄化・排泄する「石原式基本の食事法」と生活習慣を紹介。
チェックリスト付き。

43

ちょい足しクッキング 人気メニューを簡単アレンジ！
ちょこっと足せば新しい味に！ 超お手軽レシピ１４６
テレビ朝日『お願い！ランキング』編
１冊 とちぎ視情セ：製作

祥伝社（201０）■吉野家の牛丼＋あんこで鶏そぼろ、おかめ納豆＋トマトジュースでリゾッ
ト…。信じられない組み合わせが奇跡を起こす！本当においしい「食のコラボ」を紹介。テレ
ビ番組「お願い！ランキング」の人気コーナーを書籍化。

44

ＰＫ
伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）著 3 冊 とちぎ視情セ：製作

講談社（2012）■その決断が未来を変える。連鎖して、３つの世界を変動させる－。「ＰＫ」
「超人」「密使」という、こだわりとたくらみに満ちた３つの中篇からなる作品集。

45

銀婚式
篠田節子（シノダ，セツコ）著

4冊

西宮視障：製作

毎日新聞社（201１）■「男の本分は仕事」それは幸せな人生ですか？歳月を経て、夫婦がた
どり着いた場所。働くとは、結婚とは、幸福とは－。激動する時代の「家族」の物語。

46

甘い罠 ８つの短篇小説集
江國香織（エクニ，カオリ）
，小川洋子（オガワ，ヨウコ），
川上弘美（カワカミ，ヒロミ），桐野夏生（キリノ，ナツオ），
小池真理子（コイケ，マリコ），髙樹のぶ子（タカギ，ノブコ），
髙村薫（タカムラ，カオル）
，林真理子（ハヤシ，マリコ）著
３冊 旭川点図：製作

文藝春秋（201２）■現代を代表する女性作家が短篇小説を競作。恋愛小説から時代小説まで、
８人８様のアプローチで女性の業があぶり出される贅沢なアンソロジー。

47

境遇
湊かなえ（ミナト，カナエ）著 ４冊 明生会館：製作

双葉社（201１）■デビュー作の絵本がベストセラーとなった陽子と、新聞記者の晴美は親友
同士。共に幼いころ親に捨てられた過去を持つ。ある日、脅迫状とともに、陽子の息子が誘拐
されて…。

9

メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
義母は教師 長編癒し系エロス
48
牧村僚（マキムラ，リョウ）著 ３冊 福岡点図：製作
双葉社（2011）■（ポルノ）平尾圭介は、若くして未亡人となった魅惑的な義母の恵津子に
特別な感情を抱いている。恵津子は、圭介が通う高校の教師でもあった。他の女教師や女子生
徒からの誘惑に翻弄されながらも、圭介の義母への恋慕は日毎に増していく。

49

００７白紙委任状
ジェフリー・ディーヴァー著
８冊 京ラ情ス：製作

池田真紀子（イケダ，マキコ）訳

文芸春秋（201１）■イギリスへの大規模な攻撃計画が６日後に迫っていた。イギリス諜報界
から阻止作戦のミッションを受けたジェームズ・ボンドは、謎の男を追う…。世界最高のヒー
ローに世界最高のサスペンス作家が挑む大作。

10

メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
D ：デイジー図書の収録時間数
□

録音図書新刊 41 タイトル
文学 20 タイトル
50

きめんかん

奇面館の殺人
D 15:00
綾辻行人（アヤツジ，ユキト）著 □

講談社（2012）■（推理小説）奇面館主人に招かれた６人の男たちは全員、奇妙な仮面で「顔」
を隠す。季節外れの吹雪で館が孤立したとき、「奇面の間」に転がった凄惨な死体は何を語る？
異様な状況下、名探偵・鹿谷門実（ししや・かどみ）が圧巻の推理を展開する。

51

夜の国のクーパー
D 12:03
伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）著 □

東京創元社（2012）■釣り船が難破し、未知の国に流れついた「僕」は、話しができる妙な
猫と出会い、彼の国を助けるため、力を貸すことになってしまう。そこでは「僕」の常識では
理解できない不思議なことばかり起こっているらしい。はたしてどうなるのか？

52

ざんぎり

散 斬 交代寄合伊那衆異聞 17
D 7:21
佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □

講談社（2012）■（時代・歴史小説）上海から江南に旅する藤之助は、宿敵黒蛇頭にいた唐
人を片腕とする。だが黒蛇頭や大老井伊直弼（いい・なおすけ）配下の刺客に狙われ？新展開
の十七巻！

53

はるがすみ の らん

春 霞 ノ 乱 居眠り磐音江戸双紙 40
D 7:44
佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □

双葉社（2012）■（時代・歴史小説）豊後関前藩の留守居役兼用人に就いた中居半蔵より呼
び出しを受けた坂崎磐音は、義弟の遼次郎と霧子を伴い佃島へと向かっていた。折りしも関前
藩の新造帆船が佃島沖に到着し、荷下ろしを行っていたが…。

54

夜桜 吉原裏同心 17
D 7:41
佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □

光文社（2012）■（時代・歴史小説）金子をかけて早脚自慢に走り合いを挑む若侍が日本橋
に現われ、江戸が沸いた。「御免色里」の吉原が騒動に巻き込まれ、裏同心・神守幹次郎（か
みもり・みきじろう）は、若侍の正体を暴くため探索に動くが…。

55

北斎殺人事件
D 14:19
高橋克彦（タカハシ，カツヒコ）著 □

講談社（1990）■（推理小説）ボストン美術館で殺された日本人画家とは何者か。一方日本
では、謎の生涯を送った浮世絵師葛飾北斎の正体に迫ろうと研究家たちが資料を追う。北斎は
隠密だった？日本推理作家協会賞受賞作。
11
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メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
スリー

56

小説ドラゴンクエスト ３ そして伝説へ… 上
D 5:50
高屋敷英夫（タカヤシキ，ヒデオ）著 □

57

小説ドラゴンクエスト ３ そして伝説へ… 下
D 5:14
高屋敷英夫（タカヤシキ，ヒデオ）著 □

スリー

エニックス（1991）■「暗黒より邪悪なる者出づる」 精霊ルビスの啓示を受けし賢者の時
代から 800 年。人々が予言を忘れて久しいころ、魔王バラモスがやってきた。勇者アレルの
戦いが幕を開ける。

58
59

かつがん

とき

やぎゅうひょうごのすけ

じんめい

とき

やぎゅうひょうごのすけ

活 眼 の刻 柳 生兵庫 助 ４
D 6:03
津本陽（ツモト，ヨウ）著 □
刃 鳴 の刻 柳 生兵庫 助 ５
D 5:31
津本陽（ツモト，ヨウ）著 □

双葉社（2011）■（時代・歴史小説）ついに新陰流三世を継いだ兵介（兵庫助）だったが、
故郷・柳生の里での安寧な日々は長く続かず、対立する忍者集団との死闘が始まる。そんな折、
尊敬する祖父石舟斎が死去。失意の兵介は十津川山中で百日の荒行に挑む。

60

ひ み こ

日御子
D 19:06
帚木蓬生（ハハキギ，ホウセイ）著 □

講談社（2012）■（時代・歴史小説）はるか昔、倭国の平和のために海を越え大陸をめざし
た人々がいた。それは、失われた歴史をつむぐ朝貢の旅…。日本人のルーツを壮大なスケール
で描く、書き下ろし歴史ロマン小説。

61

ほうろうき

放浪記 朗読
林芙美子（ハヤシ，フミコ）著／倉野章子（クラノ，アキコ）朗読
D 4:57
□

NHK ラジオ番組より■極貧の中、作家としての成功と、安らぎを求め続けた林芙美子。彼女
が愛した男たちや、生きるためにした仕事…。その全てを赤裸々に描いた、魂の日記。
よ ち む

62

予知夢 ［ガリレオシリーズ２］
D 6:07
東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 □

文芸春秋（2003）■（推理小説）深夜、16 歳の少女の部屋に男が侵入し、気がついた母親
が猟銃を発砲。取り押さえられた男は、17 年前に少女と結ばれる夢を見たと主張。果たして
偶然か妄想か。常識ではありえない事件を、天才物理学者・湯川が解明する、
「探偵ガリレオ」
シリーズ第二弾。

録音
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63

メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
禁断の魔術 ［ガリレオシリーズ８］
D 10:10
東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 □

文芸春秋（2012）■（推理小説）『虚像の道化師 ガリレオ７』を書き終えた時点で、今後
ガリレオの短編を書くことはもうない、ラストを飾るにふさわしい出来映えだ、と思っていた
著者が、「小説の神様というやつは、私が想像していた以上に気まぐれのようです。そのこと
をたっぷりと思い知らされた結果が、『禁断の魔術』ということになります」と語る最新刊。
「透視す（みとおす）」「曲球る（まがる）」「念波る（うねる）」「猛射つ（うつ）」の４編収録。
ガリレオ短編の最高峰登場。全４編を収録。
おんみつ す け だ ち かぎょう

64

十三の敵討ち 隠密助太刀稼業
D 6:28
宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 □
そ

ね かつ や

角川春樹事務所（2001）■（時代・歴史小説）武蔵国岩槻班の士・曽根且弥が何者かに襲わ
れ、斬殺された。曽根が、嫁いだ娘の屋敷を尋ねる途中の出来事だった。翌日、将軍家斉より
呼び出された旗本・武田哲太郎は、直々に曽根の娘の助太刀を命じられる。早速、弟弟子の輝
之進を伴い、娘の保護と事件の調査に乗り出した哲太郎だったが、下手人たちの背後には大物
の影が……。哲太郎は、娘に父の仇を討たすことができるのか！？書き下ろし時代長篇。

65

エロティックス
杉本彩（スギモト，アヤ）責任編集
D 9:26
岩井志麻子（イワイ，シマコ）［ほか著］ □

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。男と女が、
肉体の赤裸な欲望と、心の奥底の暗闇をさらけだし、せめぎあう。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―。幻の古典『四畳半襖（ふすま）の下張』を始め、太宰
治・団鬼六・花村萬月ら錚々（そうそう）たる作家たちの、情念に満ち技巧が光る名作 12 篇
を、杉本彩が極私セレクト。暗く甘い淫楽の絶頂を極めたアンソロジー。

66

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
D 5:49
□

ヘンシュウブ）編著

泰文堂（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。

67

ボールのようなことば。
D 2:27
糸井重里（イトイ，シゲサト）著 □

東京糸井重里事務所（2012）■「若い人に、糸井重里のことばを届けたい。」そんな、はっ
きりした動機から、この本は生まれました。「若いころ、こういうことばに出会っていたら、
ずいぶん、呼吸がラクになったのに。」そういうわけで、若い世代に向けて、糸井重里のこと
ばをぎゅっと集めた手軽な本をつくりました。それがこの『ボールのようなことば。』です。
すべての成長する人に贈る、詩で、哲学的で、ユニークな、わかりやすい道しるべ。
13
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メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
やいば

堕ちた 刃 下
D 8:34
サンドラ・ブラウン著／秋月しのぶ（アキズキ，シノブ）訳 □

68

集英社（2008）■（推理小説）グリフはフォスターとの契約で大金を手にするものの、航空
会社の副社長でもあるローラがなぜ夫の願いに従うのかが理解できないでいた。しかし、過去
の衝撃的な事実を知り、彼はしだいに彼女に惹かれていく。一方、グリフを執拗に追うロダー
トはローラの存在まで突き止める。そして衝撃の事件が起きた！追いつめられたグリフが取っ
た決死の行動とは？驚愕のラストへと運命は突き進む。

汚れた街のシンデレラ
ジェフリー・ディーヴァー著／飛田野裕子（ヒダノ，ユウコ）訳
12:32

69

D
□

早川書房（1994）■（推理小説）レンタルビデオ店で働くルーンは、おとぎ話と冒険が大好
きな二十歳。ある日、延滞ビデオの回収に行った先で、顔なじみの老人が殺害されているのを
発見し・・・ポップに弾けるヒロインのちょっと危ない冒険を描く。

情報科学

１タイトル

ネット帝国主義と日本の敗北
搾取されるカネと文化
D 5:27
岸博幸（キシ，ヒロユキ）著 □

70

幻冬舎（2010）■ネットの世界では、グーグル、アマゾンなどに代表される米国ネット企業
が莫大な収益を上げ、一人勝ちしている。このままでは日本だけがカネと文化を搾取されてし
まう。国益の観点からネットの危機的状況をあぶり出す。

叢書
71

３タイトル

アリストテレス 世界の名著８
D 33:02
田中美知太郎（タナカ，ミチタロウ）責任編集 □

中央公論社（1979）■政治学／詩学／形而上学／エウデモス倫理学

72

コーラン 世界の名著 17
D 31:13
藤本勝次（フジモト，カツジ）責任編集 □

中央公論社（1979）■神がマホメットに下した啓示はイスラムの活力源となり、東西の哲学・
科学・芸術に多大の影響を与え、現代なお世界を揺るがす。

録音
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メールにいがた第 99 号（2012 年 12 月号）別冊
73

道元 日本の名著７
D 25:09
玉城康四郎（タマキ，コウシロウ）責任編集 □

中央公論社（1983）■「正法眼蔵（しょうぼうげんぞう）」（抄）

思想
74

１タイトル

共感の思想史
D 11:07
仲島陽一（ナカジマ，ヨウイチ）著 □

創風社（2006）■多かれ少なかれ誰でも経験する「共感」という観点から思想史的な考察を
試みた一冊。さまざまな宗教やデカルト、カント、マルクス、ニーチェなどの思想家達を取り
上げて、「共感」や「同情」についての考え方を明らかにする。

伝記
75

２タイトル

年譜で読むヘレン・ケラー ひとりのアメリカ女性の生涯
D 7:57
山崎邦夫（ヤマザキ，クニオ）編著 □

明石書店（2011）■世界の貧困や差別、病気や障害に苦しむ人々に尽くした、ヘレン・ケラ
ー。彼女の生涯と当時のアメリカ社会を、年譜とともに解説する。

76

ポルシェの生涯 その時代とクルマ
D 10:54
三石善吉（ミツイシ，ゼンキチ）著 □

グランプリ出版（2007）■19 世紀末から 20 世紀にかけての自動車戦国時代の技術開発に
おける一方の雄、教授・名誉工学博士フェルディナント・ポルシェ。青年期の活動からポルシ
ェ設計事務所での活動、晩年とその死までの生涯をたどる。

福祉
77

２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
D 1:17
新潟市（ニイガタシ）［編］ □

平成 24 年度音声版

［新潟市］
（2012）■新潟市の福祉サービスガイド（平成２４年４月現在）※音楽 CD 版も
あり。

15
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くらしの防災手帳
78
明解納得 「いざ！」という時のためにこの「一冊」今すぐできる大震
災への備え
D 3:09
遠藤勝裕（エンドウ，カツヒロ）著 □
ときわ総合サービス（2011）■阪神・淡路大震災を経験した著者が、生活者の視点から「家
庭の防災と減災」のための具体的対応策を提示し、復旧・復興への道すじを示す。企業のリス
クマネジメントについての講演録も収録。

動物学
79

１タイトル

鳥を語る 野鳥記コレクション３
D 6:47
中西悟堂（ナカニシ，ゴドウ）著 □

春秋社（2004）■野鳥の父・中西悟堂が歌人・詩人の才能と博識を惜しみなく注ぎ込んだ鳥
の歳時記と、現代日本の自然破壊を嘆き鳥と人の未来の展望を語ったエッセイを収録。野鳥記
コレクション完結。

医学・健康
80

２タイトル

超人類へ！
バイオとサイボーグ技術がひらく衝撃の近未来社会
D 12:04
ラメズ・ナム著/西尾香苗（ニシオ，カナエ）訳 □

インターシフト（2006）■テレパシーのように思いを伝え、知能や記憶力をＵＰし、いつま
でも若々しく、肌の色をファッションのように変える…。心や体がテクノロジーによって拡張
される「トランスヒューマンな社会」の到来を実験成果とともに描き出す。

81

発酵美人
食べるほどに美しくなる
D 2:56
小泉武夫（コイズミ，タケオ）著 □

メディアファクトリー（2009）■納豆でお肌も髪もツヤツヤ、みそでシミ予防と貧血改善、
酢で老廃物をスッキリ排出！女性たちを健康的な美しさに導く「究極の美容食」発酵食品を、
発酵先生がわかりやすく解説する。発酵食品レシピ 36 品も紹介。

電気工学
82

２タイトル

ヤクザと原発 福島第一潜入記
D 8:11
鈴木智彦（スズキ，トモヒコ）著 □

文芸春秋（2011）■「原発は儲かる。裏社会の俺たちには、打ち出の小槌となるんだよ」 ヤ
クザが語る衝撃の真実とは。作業員として実際に福島第一原子力発電所に入った暴力団専門ラ
イターが、日本最大のタブーに迫る。

録音
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読み上げ機能付きデジタルテレビ実演ガイド
パナソニックＨＤＤ、ブルーレイレコーダー編
ラビット（ラビット）［編］／日本ライトハウス（ニッポン ライトハ
D 3:40
ウス）監修 □

［録音書き下ろし］（2011）■パナソニックＨＤＤ・ブルーレイレコーダーの本体とリモコ
ンボタンの操作を実演形式で解説したわかりやすいガイド。

家庭・料理
84

１タイトル

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情報サービス部会］（ニホン モウジン
D 6:20
シャカイ フクシ シセツ キョウギカイ）［発行］ □

日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会（2011）■視覚障害者が読んで理解し、料理
ができるレシピ集。季節の食材を使った料理や、素材を生かした料理、世界の家庭料理などを
収録。材料や調理法だけでなく、料理の由来や食材についても解説する。

ペット
85

１タイトル

クワガタムシの飼育徹底ガイドブック
飼育の基礎と繁殖テクニック
カブクワ編集チーム（カブクワ ヘンシュウ

D 11:14
チーム）編 □

誠文堂新光社（2009）■クワガタムシを国産オオクワガタ、ドルクス、ルカヌス／アロトプ
ス／メソトプスに分け、その飼育方法やブリードを、クワガタムシ飼育のエキスパートが解説
する。

産業
86

１タイトル

それでもテレビは終わらない
今野勉（コンノ，ツトム）、是枝裕和（コレエダ，ヒロカズ）、境真理子
D 3:18
（サカイ，マリコ）
、音好宏（オト，ヨシヒロ）著 □

岩波書店（2010）■テレビ草創期から制作者として画期的な番組づくりを試みてきた村木良
彦。彼の作品に影響・触発された著者たちが、テレビが秘めている可能性、地方発ドキュメン
タリーの力、いまこそ必要とされているテレビのあり方などを綴る。
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スポーツ
87

１タイトル

壁を壊す！！
サッカー・ワールドカップ北朝鮮代表として
D 1:58
鄭大世（チョン，テセ）著 □

岩波書店（2010）■日本で生まれ育ち、Ｊリーグで活躍、北朝鮮代表としてワールドカップ
に出場…。サッカー選手・鄭大世が少年時代の思い出や北朝鮮代表としての苦悩、自らのアイ
デンティティなど全てを語り尽くした講演録。

録音児童図書
88

３タイトル

悪い本 怪談えほん
宮部みゆき（ミヤベ，ミユキ）作／吉田尚令（ヨシダ，ヒサノリ）絵／
D 0:14
東雅夫（ヒガシ，マサオ）編 □

岩崎書店（2011）■この世の中のどこかに存在する悪い本。そんな本いらない？ でもきっ
とほしくなる。いつかどこかで、誰かを嫌いになり、誰かがいなくなればいいと思う。そのと
きに…。

89

地雷原のポン
山本けんぞう（ヤマモト，ケンゾウ）文／デュフォ恭子（デュフォ，
D 3:17
キョウコ）絵 □

講談社（2011）■戦争で両親を失い、ひとりぼっちの少年ポン。妖精のシエルや、家出して
きた少女パコとの交流を通して、生きる勇気や子どもらしい本来の自分を取り戻していく。理
不尽な境遇でも逞しく生きる少年の物語。

90

ペニー・フロム・ヘブン
D 7:32
ジェニファー・Ｌ．ホルム著／もりうちすみこ訳 □

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。幼くして父
親を亡くしたペニーは、母親と祖父母とのさびしい生活をおくっていた。ある日、大けがをお
ったことをきっかけに、ペニーは父の死の真相を知るが…。

録音
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一般ＣＤ ３タイトル
文学 １タイトル
91

博士の愛した数式
小川洋子（オガワ，ヨウコ）著／柄本明（エモト，アキラ）、中嶋朋子
（ナカジマ，トモコ）ほか［朗読］ 1:17

新潮社（2006）■「僕の記憶は 80 分しかもたない」博士の背広の袖には、そう書かれたメ
モが留められていた。記憶力を失った博士にとって、私は常に「新しい」家政婦。博士は「初
対面」の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。やがて私の 10 歳の息子が加わり、ぎこちない
日々は驚きと歓びに満ちたものに変わってゆく･･･。MBS 毎日放送製作のラジオドラマを CD
化。

福祉

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
新潟市（ニイガタシ）［編］ 1:17

92

平成 24 年度音声版

［新潟市］
（2012）■新潟市の福祉サービスガイド（平成２４年４月現在）※デイジー版もあ
り。

民謡
93

１タイトル

正調日本民謡ベスト
2:30（２枚組）

決定版！！

［ポニーキャニオン］（2008）■全国の著名な民謡をその土地ゆかりの唄い手で集大成した
決定版４６曲。【ＤＩＳＣ１】１．北海盆唄 ２．ソーラン節 ３．江差追分 ４．津軽じょ
んがら節 ５．津軽山唄（西通り） ６．津軽山唄（東通り） ７．津軽甚句（どだればち）
８．南部牛追唄 ９．秋田おばこ 10．ドンパン節 11．秋田音頭 12．さんさ時雨 13．
大漁唄い込み 14．最上川舟唄 15．花笠音頭 16．会津磐梯山 17．新相馬節 18．日
光和楽踊り 19．磯節 20．銚子大漁節 21．木更津甚句 22．八木節 23．秩父音頭【Ｄ
ＩＳＣ２】１．佐渡おけさ ２．木曽節 ３．小諸馬子唄 ４．越中おわら ５．山中節 ６．
郡上節（かわさき） ７．岡崎五万石 ８．尾鷲節 ９．淡海節 10．河内音頭 11．串本
節 12．元唄貝殻節 13．安来節 14．阿波踊り 15．伊予節 16．よさこい節 17．
正調博多節 18．黒田節 19．長崎ぶらぶら節 20．おてもやん 21．正調刈干切唄 22．
鹿児島小原節 23．安里屋ユンタ
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10 月～11 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
94

この一冊でｉＰＳ細胞が全部わかる
金子隆一（カネコ，リュウイチ），新海裕美子（シンカイ，ユミコ）著
D 8:01 日点図：製作
石浦章一（イシウラ，ショウイチ）監修
□

青春出版社（201２）■再生医療のカギを握っている「ｉＰＳ細胞」とは何なのか。どんな未
来と課題が待ち受けているのか。ノーベル賞で注目を集める、人類の未来を変える最新技術の
現在を解説。

95

経絡リンパマッサージセルフケアＢＯＯＫ
D 3:36
渡辺佳子（ワタナベ，ケイコ）著 □
京ラ情ス：製作

せいとうしゃ

西東社（2009）■イライラ、不眠、肩こり、偏頭痛、足先の冷え…。ココロとカラダの７５
種の不調を改善し、真の美しい体を目指す経絡リンパマッサージを紹介。体質改善マッサージ
も教えます。

96

プロ野球血風録
D 6:46
坂井保之（サカイ，ヤスユキ）著 □
札幌視情セ：製作

新潮社（2012）■球団オーナーとは何者か？本当の名監督は誰か？選手獲得競争の実態と
は？球団経営のすべてを知る男が、プロ野球の裏の裏を語り尽くし、球界に山積する大小の課
題を提示する。

97

なでしこ力 次へ
D 5:27
佐々木則夫（ササキ，ノリオ）著 □
宮城視情セ：製作

講談社（2012）■他国がいまだ備えていない特筆すべき長所が、なでしこジャパンには確か
に存在する。ワールドカップ、オリンピックで常に優勝を狙う日本になるために代表監督が明
かす、なでしこジャパンの未来予想図。
らんこ

98

覇王の死 二階堂蘭子の帰還
二階堂黎人（ニカイドウ，レイト）著
福島点図：製作

D 16:17
□

講談社（2012）■（推理小説）資産家の血を受け継ぐ尾崎と瓜二つの青木。莫大な財産を求
め、尾崎になりすました彼は能登半島の村へと向かう。だが、そこには惨劇が…。帰ってきた
名探偵・二階堂蘭子が事件の謎に挑む。

録音
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99

無双の花
D 8:53
葉室麟（ハムロ，リン）著 □
桐生点図：製作

文芸春秋（2012）■（時代・歴史小説）その忠義、剛勇、鎮西一の武将なり！秀吉の九州攻
めで勇名を馳せ、関ケ原で西軍に属して改易となり、のち旧領に戻れた唯ひとりの武将、立花
宗茂（たちばな・むねしげ）の生涯を描く傑作。

100

影法師殺し控
D 7:15
和久田正明（ワクダ，マサアキ）著 □
熊本点図：製作

ベストセラーズ（2012）■（時代・歴史小説）脱藩浪士の式部右近、元盗っ人の吉兵衛、巫
女の小夜。過去を背負った３人は、江戸で出会い意気投合する。そんなある日、吉兵衛の昔の
仲間が自殺した。その裏に悪徳役人の存在を感じとった３人は、闇討ちを決意する。

101

１０分間の官能小説集
小説現代（ショウセツ ゲンダイ）編
石田衣良（イシダ，イラ），
睦月影郎（ムツキ，カゲロウ），小手鞠るい（コデマリ，ルイ），
南綾子（ミナミ，アヤコ），阿部牧郎（アベ，マキオ），あさのあつこ，
三田完（ミタ，カン），岩井志麻子（イワイ，シマコ）［著］
D 4:07
□
京ラ情ス：製作

講談社（2012）■名手１０人の手になる「１０分で読める」短編官能小説集。４カ月の別居
を経た夫婦が、極限まで妄想を膨らませてたどりついた夜を描く「ひとつになるまでの時間」
をはじめ、全１０編を収録する。
あかねこ い ぶ ん

102

赤猫異聞
D 9:12
浅田次郎（アサダ，ジロウ）著 □
西宮視障：製作

新潮社（2012）■（時代・歴史小説）１人でも逃げれば全員死罪。火勢が迫る伝馬町牢屋敷
から解き放ちとなった重罪人３人。鎮火までのいっときの自由を得て、命がけの意趣返しに向
かう彼らを、信じられない怪事が待ち受ける。

103

サラダ好きのライオン
村上春樹（ムラカミ，ハルキ）文/大橋歩（オオハシ，アユミ）画
D 3:53 横須賀点：製作
□

マガジンハウス（2012）■ささやかなエピソード、細かい知識、個人的な世界観…。小説家
の頭の抽斗（ひきだし）に、こっそりしまわれていたマテリアルから紡ぎ出した、心の「こり」
をときほぐすエッセイ集。
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9 月～10 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≫
●福祉のしおり（新潟市：平成２４年度版・障がい者・児） 新潟市発行
●ニッポン放送「点字・拡大文字併記」番組表（平成２４年度：後期版）
ニッポン放送発行
●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９/２、９/1６、１０/７、１０/２１号） 新潟市発行
●広報かしわざき（第 107６～107９号） 柏崎点訳奉仕会発行
●ふれあいらしんばん（第 2７号） 内閣府政府広報室発行
●点字厚生（第 23３号） 日本盲人会連合発行
●サイトワールド（２０１２） 日本盲人福祉委員会発行
●東洋療法（９月号、１０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．７） 国際障害者交流センター発行
●にってんブレイル（１１月号） 日本点字図書館発行
●にってんボイス（１０月号） 日本点字図書館発行
●情文いしかわ（１０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（１０月号） 名古屋盲人情報文化センター発行
●読書（１０月号）

日本ライトハウス情報文化センター発行

●ひかり（第 65３号、第６５４号） 天理教点字文庫発行
●子どもの点字本（114） 大阪ＹＭＣＡ点字子ども図書室発行
●ＳＳＫＡ協会だより（NO２３） 全国盲ろう者協会発行
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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≫
●（料理）オレンジページ

石川県視覚障害者情報文化センター（月２回刊）

●（コラム）朝日新聞天声人語 宮城県視覚障害者情報センター（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 99 号 2012 年 12 月号・別冊）
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〒950-0121
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