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新刊案内 

 

◆2013 年 12 月～2014 年 1 月登録の新刊をご紹介しています。 

◆図書のお申し込みの際には、お名前をフルネームでお知らせください。 

◆第 106 号の「録音○番」「点字○番」というお申込みができます。必ず「録音」「点字」の

種別をお知らせください。 

◆デイジー図書をお聞きになるには、専用機が必要です。 

◆種別ごとの新刊案内の末尾には、サピエ図書館に新しく登録された図書も一部ご紹介をして

おります。いずれも取り寄せでの貸出が可能です。 

 

目次 

 

録音図書 録音１～54 ・・・・・・・ p.１～11 

点字図書 点字１～36 ・・・・・・・ p.12～19 

情報誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・ p.20～21 

 

 録音図書 44 タイトル 

 文学 22 タイトル 

録音 震災後に読む文学 早稲田大学ブックレット 

1 堀内正規（ホリウチ，マサキ）編 デイジー5 時間 24 分 

早稲田大学出版部（2013）■東日本大震災後をどう生きるべきか。文学研究の専門家らが、

災害を扱った作品、愛する者の死の衝撃を扱った作品など多岐にわたる文学作品を紹介し、震

災後に文学を読む意義を提示する。早稲田大学文学部の講義から生まれた本。 

 

録音 傘の死体とわたしの妻 

2 多和田葉子（タワダ，ヨウコ）著 デイジー1 時間 1 分 

思潮社（2006）■たづなを解かれたことばは縦横無尽に弾け飛び、意味の穴やお尻の穴、あ

らゆる穴をのぞきこむ。言葉の領域で物語をあやつる魔術師の、本邦初詩集。『現代詩手帖』掲

載を単行本化。 

 

１０６ 
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録音 生きている兵隊 伏字復元版 

3 石川達三（イシカワ，タツゾウ）著 デイジー5 時間 46 分 

中央公論新社（1999）■虐殺があったと言われる南京攻略戦を描いたルポルタージュ文学の

傑作。四分の一ほど伏字削除されて、昭和十三年『中央公論』に発表されたが、即日発売禁止

となる。戦後刊行された完全復元版と一字一句対照し、傍線をつけて伏字部分を明示した伏字

復元版。 

 

録音 小説LIAR
ライアー

 GAME
ゲ ー ム

  Season２ 

4 甲斐谷忍（カイタニ，シノブ）原作 デイジー7 時間 28 分 

集英社（2010）■「バカ正直のナオ」と呼ばれるほど正直一途な女子大生・直は、棄権した

はずのライアーゲームに再び出場することになり…。ドラマノベライズ。 

 

録音 小説LIAR
ライアー

 GAME
ゲ ー ム

  The
ザ

 Final
ファイナル

 Stage
ステージ

 

5 甲斐谷忍（カイタニ，シノブ）原作 デイジー4 時間 27 分 

集英社（2010）■正直一途な女子大生の直は、辞退したはずの決勝戦に参加せざるを得なく

なる。元天才詐欺師の秋山も、ＬＧＴ事務局の正体を暴き、ライアーゲームに終止符を打つべ

く、決勝戦に乗り込み…。2010 年３月公開映画のノベライズ。 

 

録音 花
はな

陽炎
かげろう

 

6 勝見治榮（カツミ，ハルエ）著 デイジー18 時間 14 分 

上越タイムス社（2012）■（時代・歴史小説）徳川綱吉の時代を描いた痛快歴史小説。 

 

録音 果断 隠蔽捜査２ 

7 今野敏（コンノ，ビン）著 デイジー7 時間 56 分 

新潮社（2007）■警察庁から左遷された元キャリアの刑事。強盗犯の立てこもり事件が発生

し、人質に危機が迫るなか、彼が下した決断は！「隠蔽捜査」シリーズ第二作。 

 

録音 うぶすな参り 鎌倉河岸捕物控 23 の巻 

8 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 5 分 

角川春樹事務所（2013）■（時代・歴史小説）金座裏は十一代目の神田明神へのうぶすな参

り（お宮参り）の話題でもち切り。そんな折、竜閑川（りゅうかんがわ）に蛍狩りに出かけた

亮吉たちが、浴衣を着た若い娘の死体を見つける。娘は蛍が入った紙袋を手に掴んでいて…。 

 

録音 
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録音 二
に

都
と

騒乱
そうらん

 新・古着屋総兵衛７ 

9 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー8 時間 41 分 

新潮社（2013）■（時代・歴史小説）京の錦市場で忽然と姿を消した桜子としげの消息は依

然として知れないままであった。総兵衛は御堂に篭りひたすら思念を送り続ける。一方、江戸

では、大黒屋へとつながる秘密の地下道を探り当てた元同心池辺三五郎が不穏な動きを見せ始

めた。京と江戸、切迫する二つの危難、会心の第七巻。 

 

録音 湯島
ゆしま

ノ罠
わな

 居眠り磐音江戸双紙 44 

10 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 7 分 

双葉社（2013）■（時代・歴史小説）槌音（つちおと）がこだまする小梅村（こうめむら）

尚武館（しょうぶかん）道場の普請場に桜の季節が訪れる頃、陸奥白河藩主松平定信の予期せ

ぬ訪問を受けた坂崎磐音は、門弟衆が稽古する仮道場に案内し、磐音自ら定信に稽古をつけよ

うとしていた。 

 

録音 軍師官
かん

兵衛
べ え

 上 

11 岳宏一郎（タケ，コウイチロウ）［著］ デイジー7 時間 24 分 

録音 軍師官兵衛 下 

12 岳宏一郎（タケ，コウイチロウ）［著］ デイジー7 時間 27 分 

講談社（2001）■（時代・歴史小説）播磨の田舎大名の家臣にすぎなかった男、黒田官兵衛。

天下布武をめざす織田信長の下に伺候した彼は、二人の類まれな大名に出会う。一人は誇り高

き武人・荒木村重（むらしげ）、もう一人は才気あふれる苦労人・羽柴秀吉。官兵衛はみずから

の運命を切り拓くべく、秀吉のためにその脳髄を絞りつくす…。 

 

 

録音 永遠の０
ゼロ

 

13 百田尚樹（ヒャクタ，ナオキ）著 デイジー17 時間 7 分 

太田出版（2006）■（時代・歴史小説）生への執着を臆面もなく口にし、仲間からさげすま

れたゼロ戦パイロット。「生きて帰る」という妻との約束にこだわり続けた男は、なぜ特攻を志

願したのか？はるかなる時を超えて結実した、苛酷にして清冽なる愛の物語。 

 

 

 

 

 

録音 
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録音 陰謀ノ 砦
とりで

 隠密
おんみつ

助太刀
す け だ ち

稼業 

14 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 デイジー6 時間 46 分 

角川春樹事務所（2006）■（時代・歴史小説）幕府勘定組頭の男谷平蔵が、突如、忍の集団

に襲われた。駆けつけた旗本・武田哲太郎により難を逃れたものの、その後も幕臣たちが次々

と謎の忍に襲われることになる。忍の目的は、一族の仇討ちなのか。 

 

録音 小説天空の城ラピュタ 後篇 

15 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）原作・絵 デイジー3 時間 22 分 

徳間書店（1986）■アニメのノベライズ版。帝国を空中に支え、空飛ぶ船を動かした強力な

力を秘めた伝説の石、飛行石の謎をめぐってくり広げられる波瀾万丈の冒険活劇後篇。 

 

録音 はじめての北越
ほくえつ

雪
せっ

譜
ぷ

 

16 鈴木牧之記念館（スズキ ボクシ キネンカン）編集 

デイジー49 分  

南魚沼市文化スポーツ振興公社（2013）■越後の雪、暮らし、自然、生き物、災い、祭りな

ど全部で１２５話の話が収録された鈴木牧之の「北越雪譜」。本書は、雪国の本当の暮らしぶり

を伝えようとした労作「北越雪譜」の入門書。 

 

録音 阿川佐和子の世界一受けたい授業 第一人者 14 人に奥義を学ぶ 

17 阿川佐和子（アガワ，サワコ）［述］ デイジー6 時間 45 分 

文芸春秋（2012）■人と付き合う上で欠かしてはならぬアドバイスを示した河合隼雄、オー

ケストラ団員をまとめる技を披瀝した小沢征爾…。12 人の“師匠”との対談、阿川弘之・村

上龍との鼎談を収録。『週刊文春』連載等を書籍化。 

 

録音 誤解でございます 

18 松永美穂（マツナガ，ミホ）著 デイジー5 時間 53 分 

清流出版（2010）■あるときからエレベーターに乗るたびに「５階」が「誤解」と聞こえる

ようになった。同僚に打ち明けると、「それは翻訳者がかかる病ですね」と言われて…。ベスト

セラー「朗読者」の訳者が日常を綴ったエッセイ集。 

 

 

 

 

録音 
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録音 シベリア 第１部 白
はく

墓
ぼ

の丘 

19 林照（ハヤシ，テル）著 デイジー8 時間 36 分 

録音 シベリア 第２部 望郷の風雪無常 

20 林照（ハヤシ，テル）著 デイジー8 時間 14 分 

録音 シベリア 第３部 埠頭
ふとう

の華 

21 林照（ハヤシ，テル）著 デイジー6 時間 57 分 

新風書房（2012）■自ら体験した極寒の地・シベリアでの抑留体験をまとめた『シベリア』

３部作は執筆１７年に及ぶ乾坤一擲（けんこんいってき）の作品。実際に現地でどのようなこ

とが行われ、どのような生活を強いられたか、真実のシベリア抑留を伝える貴重な記録。 

 

録音 水滸伝 中巻 

22 施耐庵（シ，タイアン）著／駒田信二（コマダ，シンジ）訳 

デイジー34 時間 55 分  

平凡社（1962）■「中国四大奇書（しだいきしょ）」に数えられる長編小説の中巻。 

 

 日本史 １タイトル 

録音 逆説の日本史 20 

23 井沢元彦（イザワ，モトヒコ）著 デイジー13 時間 47 分 

小学館（2013）■幕府は生麦事件の責任を認めて賠償金を支払ったが、薩摩藩は賠償金どこ

ろか犯人引き渡し要求にも応じていなかった。幕府を窮地に陥れた生麦事件と薩英戦争、そし

て西郷隆盛の謎に迫る。『週刊ポスト』連載の単行本化第２０弾。 

 

 伝記（人間の記録） 10 タイトル 

録音 吉永小百合 夢一途
いちず

 人間の記録 122 

24 吉永小百合（ヨシナガ，サユリ）著 デイジー5 時間 39 分 

日本図書センター（2000）■国民的女優である著者が、100 本の映画に出演するまでの半生、

映画への熱い思い、心に残る人たちとの出会い、心温まるエピソードを綴る。 

 

 

 

録音 
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録音 高村光雲 木 彫
もくちょう

七十年 人間の記録 124 

25 高村光雲（タカムラ，コウウン）著 デイジー12 時間 17 分 

日本図書センター（2000）■鳥や獣を題材に写生を取りいれた新しい作風を開き、明治時代

に入り衰退しかけていた木彫の蘇生に大きな業績を残した著者が、その生涯を綴る。 

 

録音 加藤タキ タキの“納得”人生 人間の記録 125 

26 加藤タキ（カトウ，タキ）著 デイジー6 時間 57 分 

日本図書センター（2000）■音楽事務所、音楽出版社役員を経てコーディネーターとして独

立した著者が、生い立ち、アメリカ留学、就職、結婚と離婚、ビジネス戦略などを綴る。 

 

録音 池田満寿夫 日付のある自画像 人間の記録 127 

27 池田満寿夫（イケダ，マスオ）著 デイジー13 時間 24 分 

日本図書センター（2000）■「エーゲ海に捧ぐ」で芥川賞を受賞し、作家・映画監督として

も活躍した画家である著者。母親に宛てた手紙と、母親の死について綴った文章を収録する。 

 

録音 宮本常一 民俗学の旅 人間の記録 129 

28 宮本常一（ミヤモト，ツネイチ）著 デイジー7 時間 59 分 

日本図書センター（2000）■生涯にわたり全国をくまなく歩き続けた民俗学者が、家の歴史、

家族、柳田国男・渋沢敬三らとの出会いなどを綴る。 

 

録音 辻村寿三郎 人形曼陀羅 人間の記録 130 

29 辻村寿三郎（ツジムラ，ジュサブロー）著 デイジー4 時間 15 分 

日本図書センター（2000）■人形作家である著者が、幼年期を過ごした満州のこと、生き別

れた母への想い、人形作家として歩むまでの紆余曲折について綴る。 

 

録音 片山潜 歩いてきた道 人間の記録 132 

30 片山潜（カタヤマ，セン）著 デイジー5 時間 17 分 

日本図書センター（2000）■日本最初の社会主義政党を結成し、後に共産主義の立場に転じ

た著者。どのような境遇で少年時代と青年時代を過ごしたかを、飾らず赤裸々に回想する。 

 

 

 

 

録音 
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録音 ちばてつや みんみん蝉の唄 人間の記録 133 

31 ちばてつや（チバ，テツヤ）著 デイジー4 時間 21 分 

日本図書センター（2001）■「あしたのジョー」などの作品で人気を呼んだ漫画家が、満州

で過ごした子ども時代、全力投球の漫画づくり、私生活のドタバタぶりなどを綴る。 

 

録音 澤田美喜 黒い肌と白い心 サンダース・ホームへの道 

人間の記録 134 32 

 澤田美喜（サワダ，ミキ）著 デイジー8 時間 36 分 

日本図書センター（2001）■偏見と貧困に苦しむ混血児の養育に生涯を捧げた著者。岩崎弥

太郎の孫娘としての生い立ちや、混血児の養育施設の設立と数々の試練などを綴る。 

 

録音 赤松良子 志は高く 人間の記録 140 

33 赤松良子（アカマツ，リョウコ）著 デイジー8 時間 12 分 

日本図書センター（2001）■労働省婦人局長等を歴任。女性の地位向上のため、公務員の女

子採用制限撤廃、国連世界婦人会議政府代表を務めるなど、様々な役割を果たした著者の自伝。 

 

 地理 １タイトル 

録音 山に登って考える 

34 大野剛義（オオノ，タケヨシ）著 デイジー3 時間 26 分 

幻冬舎（2012）■経済成長時代には企業戦士として走り続け、その後、コンサルティング会

社を設立した著者が、60 歳を過ぎてから知った山の魅力や心のあり方を、思い出の写真とと

もに綴る。 

 

 政治 １タイトル 

録音 紅
くれない

の党 習
しゅう

近
きん

平
ぺい

体制誕生の内幕 

35 朝日新聞中国総局（アサヒ シンブン チュウゴク ソウキョク）著 

デイジー7 時間 27 分  

朝日新聞出版（2012）■米総領事館駆け込み事件で失脚した元重慶市党委員会書記・薄煕来

（はくきらい）は、なぜ狙い撃ちにされたのか？ 天安門事件以来、最大の政治事件を突破口

に、中国共産党の権力闘争の真相に迫る。『朝日新聞』連載に加筆して単行本化。 

 

 

録音 
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 財政 １タイトル 

録音 平成の税・財政の歩みと２１世紀の国家戦略 

36 大武健一郎（オオタケ，ケンイチロウ）著 デイジー24 時間 18 分 

納税協会連合会（2006）■日本はフリーズされていた「敗戦」の処理を終えて、いよいよ新

しい時代に入った－。「税」の視点から平成の日本経済を見つめた講演記録と、大国・日本の将

来に向けての国家戦略を熱く語る、野村大阪ガス会長との対談を収録。 

 社会福祉 ２タイトル 

録音 語り継ぐ未来への友歩動 第２号 災害からのメッセージ 

37 東北盲人会連合東日本大震災視覚障害者復興支援プロジェクト実行委

員会編 デイジー1 時間 1 分  

日本盲人会連合（2013）■3.11 あの時の風景（宮城県）、復興庁や東京電力の担当者を招い

ての「防災研修会」、更に岩手・宮城・福島の会場で行われた「語り部育成研修会」の様子を報

告。 

 

録音 親と子の絆―視覚障害者のための子育て支援セミナー 

38 桜雲会（オウウンカイ），渡辺勝明（ワタナベ，カツアキ）編 

デイジー2 時間 56 分  

桜雲会点字出版部（2012）■本書は、2011 年 10 月に東京・中野サンプラザで開催された

「視覚障害者のための子育て支援セミナー」の講演内容を加筆・修正し、編集したものです。

講師は、かるがもの会元代表・深谷志穂氏、主夫で本書編集者の渡辺勝明氏、筑波技術大学教

授・長岡英司（ひでじ）氏、東京盲学校同窓会会長・大橋由昌（よしまさ）氏。 

 

 医療・健康 ２タイトル 

録音 ドクターヘリ‘飛ぶ救命救急室’  

39 西川渉（ニシカワ，ワタル）著 デイジー6 時間 45 分 

時事通信出版局（2009）■１秒でも早く！すべては救命のために。平成 19 年の「ドクター

ヘリ特別措置法」制定後、導入の機運が高まるドクターヘリとは何か、なぜ必要なのか、どん

な効用があるのかを解説する。 

 

 

 

 

録音 
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録音 お酒や薬に頼らない「必ず眠れる」技術 

40 森下克也（モリシタ，カツヤ）著 デイジー5 時間 33 分 

角川マガジンズ（2011）■数多くの不眠の悩みに答えてきた医師が、不眠のもたらす心理・

社会的な問題をはじめ、睡眠のメカニズムや隠れた病気、不眠の原因を解説した上で、だれで

も快眠できる画期的な方法を紹介する。 

 

 技術 １タイトル 

録音 原発と自治体 「核害
かくがい

」とどう向き合うか 岩波ブックレット 

41 金井利之（カナイ，トシユキ）著 デイジー3 時間 47 分 

岩波書店（2012）■福島原発事故を「放射能汚染による公害」＝「核害」ととらえ、被災し

ている自治体、福島以外の原発立地自治体双方の現状と課題を検証。電源三法交付金制度の運

用転換など、自治体の主体的な役割を具体的に提言する。 

 

 児童図書 ３タイトル 

録音 くらやみ谷の魔物 小さなスズナ姫 

42 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）著 デイジー1 時間 48 分 

偕成社（1996）■西のくらやみ谷の魔物の悪だくみにだまされたスズナ姫は、スズナ山をう

しなうかもしれません。 

 

録音 シノダ！ 消えた白ギツネを追え ［シノダ！７］ 

43 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）著 デイジー5 時間 28 分 

偕成社（2012）■人間のパパとキツネのママ、ユイたち３人の子どもがいる信田家に、九尾

（きゅうび）婦人というとても高貴なキツネがやってきた。九尾婦人の頼みで白ギツネを探す

ことになったユイとタクミは、雲に乗って夜の町に飛び出し…。 

 

録音 もえろっ！卓球部 

44 横沢彰（ヨコサワ，アキラ）作 デイジー3 時間 27 分 

新日本出版社（2011）■毎日、部活後にランニングをしている卓球部の拓は、ある日、中学

入学以来不登校を続けている同級生・大我に出会う。拓は、大我を卓球部に誘うが、部員の純

太が小学校のときに大我からいじめられていたと知り…。 

 

録音 
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 12 月～１月 サピエ図書館の新刊図書 

 録音図書 10 タイトル 

録音 声のカレンダー 2014 年（平成 26 年） 

45 宮城県視覚障害者情報センター（ミヤギケン シカク ショウガイシャ 

ジョウホウ センター）編 デイジー2 時間 6 分  宮城視情セ製作  

宮城県視覚障害者情報センター（2013）■日付・曜日・六輝・行事と月ごとに季節の食にまつ

わるコラムを収録。 

 

録音 金正恩 核を持つお坊ちゃまくん、その素顔 

46 髙英起（コウ，ヨンギ）著 デイジー4 時間 37 分  日点図製作 

宝島社（2013）■北朝鮮の若き三代目・金正恩の素顔は今もってナゾ。長男・金正男との後継

者レースになぜ勝ったのか？北朝鮮政府がひた隠す実母の出自とは？気鋭の北朝鮮情報分析家が

描く極東版「ロイヤルファミリー」の素顔。 

 

録音 実伝黒田
くろだ

官
かん

兵衛
べ え

 

47 火坂雅志（ヒサカ，マサシ）編 デイジー7 時間 51 分 神戸点図製作 

角川学芸出版（2013）■秀吉の天下取りを支えた名軍師・黒田官兵衛。その峻烈なる生涯を様々

な視点から追い、史実や名言とともに彼の魅力を探る。『歴史街道』ほか掲載に、火坂雅志×松平

定知の特別対談、「名将言行録（抄）」などを加えて文庫化。 

 

録音 黒書院
くろしょいん

の六
ろく

兵衛
べ え

 上 

48 浅田次郎（アサダ，ジロウ）著 デイジー8 時間 29 分 西宮視障製作 

録音 黒書院の六兵衛 下 

49 浅田次郎（アサダ，ジロウ）著 デイジー8 時間 5 分 西宮視障製作 

日本経済新聞出版社（2013）■（時代・歴史小説）不戦開城決した江戸城に、てこでも動かぬ

旗本がひとり。旧幕臣の正体があきらかになるにつれ、城中の誰もが遠ざけ、おそれ、追い出せ

ない…。幕末の武士の屈託まで描き出す、時代ミステリー。 

 

 

 

 

録音 
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録音 圓
えん

朝
ちょう

謎語り 

50 稲葉稔（イナバ，ミノル）著 デイジー6 時間 39 分  鳥取点図製作 

徳間書店（2013）■（時代・歴史小説）時は幕末。蕎麦屋の娘が、大川のほとりで何者かに殺

された。芸に悩む若き噺家・円朝は、下手人捜しを始めてはみたものの、なぜか怪談話が飛び出

す始末で…。 

 

録音 だから荒野
こうや

 

51 桐野夏生（キリノ，ナツオ）著 デイジー11 時間 6 分 

堺視聴障セ製作  

毎日新聞社（2013）■傲慢な夫や息子たちに軽んじられながら、家庭をささえてきた主婦・森

村朋美は 46 歳の誕生日、ついに反旗をひるがえす。衝動にかられ夫自慢の愛車で家出、日本列

島を西へ西へ走り始めた。波瀾万丈の旅路、冒険の果て、主婦・朋美が下した「決断」とは？ど

こにでもある〈壊れかけた家族〉を、桐野夏生が激しく、愛おしく描く、傑作長編小説！ 

 

録音 アクティブメジャーズ 

52 今野敏（コンノ，ビン）著 デイジー9 時間 11 分  札幌視情セ製作 

文芸春秋（2013）■警察庁警備局警備企画課の情報分析室「ゼロ」の研修から復帰した倉島警

部補の新たなミッションは、公安外事課のエースの身辺調査だった。同じ日、新聞社の編集局次

長が謎の死を遂げて…。 

 

録音 東京バビロン 

53 新堂冬樹（シンドウ，フユキ）著 デイジー5 時間 29 分 

京ラ情ス製作  

幻冬舎（2013）■福山音菜（おとな）は人気絶頂のカリスマモデル。だが、“旬”は長くは続か

ず、トップの座も、そして恋人までも後輩モデルに奪われてしまう。屈辱と憤激にかられた音菜

は、復讐にのり出すのだが…。 

 

録音 明治・妖（あやかし）モダン 

54 畠中恵（ハタケナカ，メグミ）著 デイジー7 時間 15 分 

桐生点図製作  

朝日新聞出版（2013）■江戸が終わって２０年。煉瓦（れんが）街が広がりアーク灯が闇を照

らす銀座に、ひっそりと佇む派出所。巡査の滝と原田は、“かまいたち”被害の捜査など不思議な

対応に追われて…。 

録音 
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 点字図書 26 タイトル 

 文学 10 タイトル 

点字 ベストセラー作家 その運命を決めた一冊 

1 塩澤実信（シオザワ，ミノブ）著 5 冊 

北辰堂出版（2009）■東野圭吾と「探偵ガリレオシリーズ」、司馬遼太郎と「竜馬がゆく」、

江戸川乱歩と「怪人二十面相」など、ベストセラー作家の運命を決めた“この一冊”の誕生の

ドラマを紹介。 

 

点字 池谷
いけだに

の爺
じじ

と婆
ばば

 

2 池田枝月（イケダ，シゲツ）著 2 冊 

日本文学館（2011）■新潟の山村で生まれ育ち、暮らし続ける老夫婦の人情味あふれる来し

方、地震をきっかけに村へやってきた災害ボランティアの若者達との心あたたまる交流を描く

表題作他、人と人との絆の大切さを描いた好短編２編を収録。 

 

点字 熟母
じゅくぼ

の甘い誘惑 

3 早瀬真人（ハヤセ，マヒト）著 3 冊 

マドンナ社（2010）■（ポルノ） 

 

点字 老盗賊
ろうとうぞく

の逆襲 隠密
おんみつ

助太刀稼業 

4 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 4 冊 

角川春樹事務所（2002）■（時代・歴史小説）質屋「下間屋」に盗賊が押し入り、十二人が

斬殺された。直参の武田哲太郎（てつたろう）と近藤輝之進（てるのしん）は、登録する盗賊

の捕り物に加勢し、見事に切り倒す。手下を捕らえられ、金品を奪い損ねた盗賊の元締めは、

哲太郎への復讐と金品の再強奪にただならぬ執念を燃やす。書き下ろし時代長編。 

 

点字 蚤
のみ

と爆弾 

5 吉村昭（ヨシムラ，アキラ）著 4 冊 

文藝春秋（1989）■（時代・歴史小説）大戦末期、関東軍がおし進めたペスト菌などの細菌兵

器の戦慄すべき実態を克明にたどり、その開発者の人間像に迫った異色長篇小説。 
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点字 ULTIMATE
ア ル テ ィ メ ッ ト

 MYSTERY
ミ ス テ リ ー

 究極のミステリー、ここにあり 

ミステリー傑作選 ６ 

 日本推理作家協会（ニホン スイリ サッカ キョウカイ）編 5 冊 

講談社（2010）■（推理小説）今をときめく８人の名手による、極めつきのミステリー短編集。

東野圭吾、柳広司、石持浅海（あさみ）、米澤穂信（ほのぶ）ほか。 

 

点字 物 情
ぶつじょう

騒然。 人生は五十一から 

7 小林信彦（コバヤシ，ノブヒコ）著 4 冊 

文芸春秋（2005）■2001 年、世界は物情騒然となった。ニューヨークでは２本のタワーが崩

壊し、９．１１の米同時多発テロがあった年として記憶される。 

 

点字 最後の雷撃機
らいげきき

 生き残った艦上攻撃機操縦員の証言 

8 大沢昇次（オオサワ，ショウジ）著 5 冊 

潮書房光人社（2012）■雷撃機操縦員として太平洋戦争に参戦した著者が、当時の軍隊生活、

教育訓練、特攻に行った戦友、そして死を決した時の戦場心理などを綴る。誇りを胸に闘い抜い

た、元海軍搭乗員の最後の証言。 

 

点字 裸のフクシマ 原発３０ｋｍ圏内で暮らす 

9 たくきよしみつ（タクキ，ヨシミツ）著 6 冊 

講談社（2011）■単なるショーと化す「一時帰宅」、矛盾だらけの補償金制度、「ぶら下がり」

を強める地域…。「緊急時避難準備区域」に住む著者が、３．１１後のフクシマで展開される、マ

スコミがまったく報じない悲喜劇を綴る。 

 

点字 ピーナツバター作戦 

10 ロバート・Ｆ．ヤング著／桐山芳男（キリヤマ，ヨシオ）編 4 冊 

青心社（せいしんしゃ）（2006）■（SF）妖精を思わせる異星人と純朴な少年との心暖まる交

流を描いた表題作のほか、「われらが栄光の星」「星に願いを」など全５編を収録。抒情性で根強

い人気を誇るヤングが、心優しき愛をうたいあげたＳＦ短編集。 
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 思想・人生訓 ２タイトル 

点字 なぜ、明石家さんまは「場を盛り上げる」のがうまいのか？ 

するすると話を引き出し、いい関係をつくれる５２のテクニック 11 

 内藤誼人（ナイトウ，ヨシヒト）著 2 冊 

大和書房（だいわしょぼう）（2013）■場の空気を見極め、ほぐして、盛り上げる…。日本でい

ちばん人気のある男・明石家さんまが使っている話し方術とは？相手が初対面でも、どんな性格

でも、話を引き出し、すぐに仲よくなれるテクニックを紹介する。 

 

点字 親鸞 越後の風景 

12 内藤章（ナイトウ，アキラ）著 5 冊 

考古堂書店（2011）■今も民衆の心に生きている親鸞の姿を求めて、流刑の地・越後から、ヒ

ロシマ、ニューヨークの親鸞像にまで想いを馳せ、ゆかりの地の人々を取材した迫真のルポ。 

 

 歴史 ４タイトル 

点字 真実の近現代史 田原総一朗の仰天歴史塾 

13 田原総一朗（タハラ，ソウイチロウ）著／テレビ東京編 4 冊 

幻冬舎（2013）■領土問題の真実、政治経済の弱体化など、すべての根源は戦前戦後の歴史観

の欠乏にあった！近現代史の、特に曖昧にされている箇所をわかりやすく説く。ＢＳジャパン「田

原総一朗の仰天歴史塾ニッポンリーダー列伝」を再構成。 

 

点字 ヒトラーのテーブル・トーク 1941－1944 上 

14 アドルフ・ヒトラー著／吉田八岑（ヨシダ，ヤツオ）訳／ヒュー・トレ

ヴァー＝ローパー解説 9 冊  

点字 ヒトラーのテーブル・トーク 1941－1944 下 

15 アドルフ・ヒトラー著／吉田八岑（ヨシダ，ヤツオ）訳／ヒュー・トレ

ヴァー＝ローパー解説 8 冊  

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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点字 永山
ながやま

則夫
のりお

 封印された鑑定記録 

16 堀川惠子（ホリカワ，ケイコ）著 6 冊 

岩波書店（2013）■日本社会を震撼させた連続射殺事件の犯人、永山則夫。生前、彼がすべて

を語り尽くした１００時間を超える録音テープから、これまで「貧困が生み出した悲劇」といわ

れてきた事件の、隠された真実に迫る。 

 

 地理 １タイトル 

点字 悠久の山々 

17 月岡恵（ツキオカ，サトシ）著 2 冊 

考古堂書店（2010）■日本人は有史以前から様々な形で山に関わってきた。北海道から東北、

関東、中部、近畿、四国、九州まで、日本全国から厳選した 50 の山々を、歴史的な要素を散り

ばめながら紹介する。 

 

 ペット １タイトル 

点字 がむしゃら猫川柳 五・七・五で詠むネコゴコロ！ 

今後の指針は猫に聞いてください おサボりの友 18 

 猫川柳編集部（ネコ センリュウ ヘンシュウブ）編集 1 冊 

辰巳（たつみ）出版（2011）■猫が怠けているといったのは誰だ。怠けてないぞ、休んでるだ

けだぞ！猫のすっぴんをとらえた「写真」に、猫の気持ちを５・７・５の１７文字で表現した「川

柳」を組み合わせた写真集。 

 

 歌謡・唱歌 １タイトル 

点字 にいがたの唱歌・童謡マップ 

19 新潟県県民生活・環境部文化振興課（ニイガタケン ケンミン セイカ

ツ カンキョウブ ブンカ シンコウカ）編 1 冊  

新潟県（2012）■「花嫁人形」の新発田市、「汽車」の村上市、「春よ来い」の糸魚川市、「夏は

来ぬ」の上越市、「浜千鳥」の柏崎市、などなど。マップでは、歌詞とあわせて、その歌の新潟県

とのゆかりについて紹介しています。 
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 児童図書 ２タイトル 

点字 シノダ！時のかなたの人魚の島 シノダ！４ 

20 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）著／大庭賢哉（オオバ，ケンヤ）絵 

3 冊  

偕成社（2008）■ユイ、タクミ、モエ、三人の子どもたちのパパは、もちろん人間、でも、マ

マの正体はキツネ？！そんな秘密をもつ信田家に、南の島のホテルから招待状がとどいた。とま

ったことのないホテルからの手紙をふしぎに思いながらも、よろこんで家族旅行に出かけた信田

家のまえには、やはりつぎつぎとあやしいできごとが…。 

 

点字 走れ！半ズボン隊 

21 ゾラン・ドヴェンカー作／木本栄（キモト，サカエ）訳 3 冊 

岩波書店（2008）■ルドルフォ、イスランド、スニッカーズ、セメントの４人は自転車とアイ

スホッケーとホラー映画が大好きな、ごくふつうの少年たち。そんな彼らが一躍ヒーローに！ど

うしてかって？それをこれから話すからね…。 

 

 点字絵本 ５タイトル 

点字 ある池のものがたり（点字冊子つき） 

22 三芳悌吉（ミヨシ，テイキチ）さく 1 冊 

福音館書店（1986）■新潟市に実際にあった「異人池」と呼ばれた池にまつわる物語。池の誕

生から、戦後の埋めたてによる池の死までを絵本で描く、科学よみもの。 

 

点字 子ども版声に出して読みたい日本語 4（点字冊子つき） 

23 斎藤孝（サイトウ，タカシ）編 1 冊 

草思社（2004）■ベストセラー「声に出して読みたい日本語」を、子ども向けの教育的な絵本

として編んだ子ども版シリーズ。４巻は金子みすゞ「大漁」、中原中也「汚れつちまつた悲しみに

…」など、近代の名詩を収録。 

 

点字 100 万回生きたねこ（エーデル絵本） 

24 佐野洋子（サノ，ヨウコ）作・絵 1 冊 

講談社（1977）■１００万回生まれかわっては、飼い主のもとで死んでゆく猫。飼い主たちは

猫の死をひどく悲しんだが、猫自身は死ぬのなんか平気だった。ある時、猫は誰の猫でもない野

良猫となり、一匹の白猫に恋をする…。 
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点字 トンノのひみつのプレゼント（エーデル絵本） 

25 田中きんぎょ作／みやざきひろかず（ミヤザキ，ヒロカズ）絵 1 冊 

ＢＬ出版（2010）■お母さんの誕生日にこっそりプレゼントを用意していたトンノ。それを秘

密にしたいばかりに、お母さん、ウサギのおばさん、子ジカのマーキの３人に嘘をつくことに…。 

 

点字 どんどこももんちゃん ももんちゃんあそぼう（エーデル絵本） 

26 とよたかずひこ（トヨタ，カズヒコ）作・絵 1 冊 

童心社（2001）■どんどこどんどこ どんどこどんどこ ももんちゃんがいそぐその先には？ 

 

 

 12 月～１月 サピエ図書館の新刊図書 

 点字図書 10 タイトル 

点字 ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 

27 今野晴貴（コンノ，ハルキ）著 4 冊  日点図製作 

文芸春秋（2012）■違法な労働条件で若者を働かせ、使いつぶす「ブラック企業」。その実態を

解説し、労働者、そして日本社会がこの問題にどう対応すべきかを論じる。  

 

点字 あなたの人生を変える睡眠の法則 

朝昼夕３つのことを心がければ OK！ 28 

 菅原洋平（スガワラ，ヨウヘイ）著 ２冊  ヘレン点図製作 

自由国民社（2012）■睡眠の「リズム」を活用するだけで、心も体も大きく変わる！誰でもす

ぐできる、医療現場で実証ずみの科学的快眠習慣を紹介。作業療法士によるアクティブスリープ

のすすめ。 

 

点字 磯野家の介護 もし波平がまだらボケになったら 

29 沢田信子（サワダ，ノブコ）監修 ２冊  神戸点図製作 

G.B.（2012）■大黒柱・波平のボケはじめに戸惑う磯野家が見つけた、賢い介護術とは？日本

人のアイコンである「磯野家」の設定を借りて、ボケの世界が見えはじめたお年寄りを介護する

際のヒントを紹介します。 
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点字 風立ちぬ 

30 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）原作・脚本・監督 １冊  上田点図製作 

徳間書店（2013）■「美しい飛行機を作りたい」という、少年時代からの夢を追った堀越二郎

の物語を、薄幸の美少女・菜穂子とのせつない恋をおりまぜながら描く映画アニメ絵本。 

 

点字 悼む力  逝ったあの人へ、生きる自分へ 

31 阿刀田高（アトウダ，タカシ）著 ２冊  島根ラ製作 

PHP 研究所（2013）■心臓が止まっても、思い出を残した人はまだ死んでいない－。８０歳を

迎える著者が、自分の死や周辺の老化、病気、よく生きるために役立つ読書などについて綴る。

故人への追悼文、思い出のエッセイも掲載。 

 

点字 レジスタンス、ニッポン 

32 戸梶圭太（トカジ，ケイタ）著 ５冊  丹後視障製作 

双葉社（2013）■結婚相談所で働く菅井活人（すがいかつと）が目にしたのは、およそ世間の

常識とはかけはなれた人間ばかり。うんざりしていた活人の前に訳ありな様子の男性が現れ、驚

くべき体験を語りだした…。笑いと戦慄のユーモア・アクション革命小説。 

 

点字 信長の二十四時間 

33 富樫倫太郎（トガシ，リンタロウ）著 ６冊  札幌視情セ製作 

NHK 出版（2013）■その日、本能寺で何が起きたのか…。信長を亡きものとする動機をもつも

のたちの、それぞれの思惑と動きが複雑に絡み合い、そして運命の一日になだれ込む。 

 

点字 ドミノ倒し 

34 貫井徳郎（ヌクイ，トクロウ）著 ４冊  西宮視障製作 

東京創元社（2013）■（推理小説）「元彼の殺人容疑を晴らして欲しい」―探偵・十村の元に舞

いこんだ美女からの依頼。しかしいざ殺人事件を調査すると別の事件に行き当たり、さらなる別

の事件を呼び起こし…。 

 

点字 刑事の肖像 西村京太郎警察小説傑作選 

35 西村京太郎（ニシムラ，キョウタロウ）著 ４冊  小樽点図製作 

徳間書店（2013）■（推理小説）ミステリー界を牽引してきた西村京太郎が、警察機構の中で

悪戦苦闘する警察官や刑事たちの姿を描いた警察小説傑作選。初収録作品「若い愛の終り」を含

む全７作品をまとめる。 
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点字 青子
おうこ

の宝石事件簿 

36 和田はつ子（ワダ，ハツコ）著 ４冊  福島点図製作 

角川春樹事務所（2013）■（推理小説）青山骨董通りの「相田宝飾店」の跡とり娘・青子には

宝石を見分ける天性の眼力が備わっていた。ダイヤ、サファイア、オパール…。宝石を巡る深い

謎や、周りで起きる様々な事件に、青子は仲間とともに挑む！ 

 

  



メールにいがた第 106号（2014年 2月号）別冊 

 

20 

 

 11 月～12 月 点字の情報誌 

 ご寄贈いただいた点字の情報誌をご紹介します。 

 いずれも貸し出しができますので、当館までお申込みください。 

≪点字≫ 

●平成 24 年度障害者施設の概況 内閣府発行 

●ふれあいらしんばん（vol.34） 内閣府発行 

●活字広報ふれあい（vol.4） 内閣府発行 

●出会い、ふれあい、心の輪（平成 25 年度） 内閣府発行 

●点字にいがた（第 250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 11/3、11/17、12/1、12/15 号） 新潟市発行 

●暮らしのガイド抜粋版 新潟市視覚障害者福祉協会発行 

●広報かしわざき（第 1104 号～1107 号） 柏崎市発行 

●点字厚生（第 240 号） 日本盲人会連合発行 

●語り継ぐ未来への友歩動（第２号） 日本盲人会連合発行 

●ワールド・ナウ（第 39 号） 日本盲人会連合発行 

●日盲社協通信（vol.67） 日本盲人社会福祉施設協議会発行 

●日点委通信（No.29） 日本点字委員会発行 

●東洋療法（第 235 号、236 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

●ビッグアイ i-CO（vol.13） 国際障害者交流センター 

●コミュニカ（No.24） 全国盲ろう者協会発行 

●盲導犬情報（第 11 号） 全国盲導犬施設連合会発行 

●にってんボイス（12 月号） 日本点字図書館発行 

●にってんブレイル（１月号） 日本点字図書館発行 

●読書（11 月号、12 月号、1 月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

●らしんばん（第 133 号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

●ひかり（第 667号、668 号）天理教点字文庫発行 

●ふれあい文庫だより（第 39 号） てんやく絵本ふれあい文庫発行 

●広報いしかわ（第 162号） 石川県発行 

●ニッポン放送番組表（平成 25年度後期版） ニッポン放送発行 
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 録音雑誌に関するお知らせ 

 取扱い中止のデイジー雑誌（２誌）をお知らせします。 

 

≪デイジー雑誌：取り扱い中止（２誌）≫ 

●日経 PCビギナーズ  中止の理由：原本発行元で休刊となったため 

●エンジョイ・ホース  中止の理由：利用希望者がいないため 
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